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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 1,785 △6.6 △40 ― △54 ― △42 ―

21年3月期第2四半期 1,912 ― 34 ― 22 ― 5 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △3.48 ―

21年3月期第2四半期 0.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 6,091 1,164 19.1 96.10
21年3月期 6,464 1,192 18.5 98.48

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,164百万円 21年3月期  1,192百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,151 0.4 5 ― △26 ― △23 ― △1.90
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注） 詳細は、３ページ[定性的情報・財務諸表等] ４．その他 をご覧下さい。] 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

[（注） 詳細は、４ページ［定性的情報・財務諸表等］４．その他 をご覧下さい。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 12,127,500株 21年3月期  12,127,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  14,996株 21年3月期  14,030株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 12,112,553株 21年3月期第2四半期 12,114,789株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
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［定性的情報・財務諸表等］ 
 
１．経営成績に関する定性的情報 
 
  当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、生産の下げ止まりや輸出に回復の動きが見られ

るものの、依然として国内外での設備投資意欲は停滞しており、需要の回復に力強さはなく厳しい
状況が続いております。 
当社におきましては、受注競争は厳しく、当社をとりまく環境も厳しい状況の結果、当第２四半

期累計期間における業績について部門別の売上高は、破砕粉砕機部門は破砕機本体が増加し２３３
百万円（前年同四半期比 21.8%増）、砂利砕石他撰別装置部門の売上はなく、部品修理雑工事部門
は部品加工が減少し１２５百万円（前年同四半期比 27.2%減）、環境装置部門はプラント設備機器
の売上が減少し７８百万円（前年同四半期比 76.2%減）、橋梁鉄構及び水処理装置部門は橋梁鉄構
の売上が増加し３５５百万円（前年同四半期比 81.8%増）、ライニング製品部門は半導体関連製品
が減少し２５１百万円（前年同四半期比 56.7%減）、その他の機械部門は建設用機器等が増加し４
３５百万円（前年同四半期比 130.3%増）、液晶関連装置部門は組付作業の減少により２２百万円（前
年同四半期比 72.7%減）、その他部門は他社製品取扱い高が増加し２１９百万円（前年同四半期比
122.6%増）、役務収益部門はゴルフ練習場は微増しましたが賃貸収入が減少し６４百万円（前年同
四半期比 0.1%減）となり、全体としては売上高１，７８５百万円（前年同四半期比 6.6%減）とな
りました。利益面につきましては、売上高の減少等により、営業損失４０百万円、経常損失５４百
万円、四半期純損失４２百万円となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
 
 （１）財政状態の変動状況 
  当第 2 四半期会計期間末における資産合計は 6,091 百万円となり、前事業年度末に比べ 372 百万
円減少しました。これは主に受取手形及び棚卸資産等の減少によるものです。負債合計は 4,927 百
万円となり、前事業年度末に比べ 343 百万円減少しました。これは主に支払手形の減少によるもの
です。純資産合計は 1,164 百万円となり、前事業年度末に比べ 28 百万円減少しました。これは主
に利益剰余金の減少によるものです。 

 
 （２）キャッシュ・フローの状況 
  当第 2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 153百万円増加し、

898 百万円となりました。 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により 97 百万円の増加となり、前年
同四半期に比べ 256 百万円増加しました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 60 百万円の支
出となり、前年同四半期に比べ 39 百万円減少しました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により 116百万円の増加となり、
前年同四半期に比べ 15 百万円増加しました。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 
 
  平成２２年３月期の業績予想につきましては、１１月５日発表「業績予想の修正に関するお知ら

せ」のとおり、昨年からの急激な景気の減速は当社の販売先における設備投資の抑制に繋がってお
り、業績予想を修正しております。 

  なお、１１月５日に発表しました予想から変更はありません。 
 
４．その他 
 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 

① 棚卸資産の評価方法 
   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
② 固定資産の減価償却費の算出方法 
   定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 
③ 工事原価総額の見積方法 
   工事原価総額の見積りに当たり、当第２四半期会計期間末における工事原価総額が、第

１四半期会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる
工事契約を除き、第１四半期会計期間末に見積った工事原価総額を、当第 2 四半期会計期
間末における工事原価総額の見積額とする方法によっております。 
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 (2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続，表示方法等の変更 
 

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額 5 億円以上かつ工期 1 年超

の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しており
ましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）
及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19
年 12 月 27 日）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した工事契
約から、当第２四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい
ては工事完成基準を適用しております。 

   この変更により、従来の方法に比べ、売上高は 34,630 千円、売上総利益は 2,720 千円
増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は 2,720 千円それぞれ減少しており
ます。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,759,935 1,556,369

受取手形及び売掛金 1,067,133 1,336,938

商品及び製品 45,874 101,613

仕掛品 1,364,288 1,471,060

原材料及び貯蔵品 277,933 245,276

その他 22,256 48,664

貸倒引当金 △19,646 △18,706

流動資産合計 4,517,775 4,741,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 633,161 651,011

機械及び装置（純額） 165,998 187,736

土地 652,603 652,603

建設仮勘定 － 5,619

その他（純額） 43,480 46,486

有形固定資産合計 1,495,244 1,543,457

無形固定資産 5,146 5,341

投資その他の資産   

投資有価証券 53,364 56,372

その他 28,973 126,987

貸倒引当金 △8,653 △8,653

投資その他の資産合計 73,683 174,705

固定資産合計 1,574,075 1,723,504

資産合計 6,091,850 6,464,721
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 793,207 1,256,825

短期借入金 2,184,284 2,118,260

未払法人税等 2,591 1,740

前受金 749,569 613,098

賞与引当金 28,791 34,614

その他 121,713 163,734

流動負債合計 3,880,157 4,188,272

固定負債   

長期借入金 553,077 538,129

退職給付引当金 182,241 218,467

長期預り保証金 312,370 326,887

固定負債合計 1,047,689 1,083,483

負債合計 4,927,846 5,271,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 558,071 600,204

自己株式 △1,752 △1,710

株主資本合計 1,164,047 1,206,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43 △13,257

評価・換算差額等合計 △43 △13,257

純資産合計 1,164,003 1,192,964

負債純資産合計 6,091,850 6,464,721
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,912,331 1,785,716

売上原価 1,567,360 1,544,764

売上総利益 344,971 240,951

販売費及び一般管理費 310,771 281,913

営業利益又は営業損失（△） 34,199 △40,961

営業外収益   

受取利息 2,000 1,174

受取配当金 550 468

作業くず売却益 3,616 3,080

その他 1,914 1,693

営業外収益合計 8,081 6,417

営業外費用   

支払利息 19,702 19,502

その他 486 339

営業外費用合計 20,189 19,842

経常利益又は経常損失（△） 22,091 △54,386

特別利益   

有形固定資産売却益 － 236

貸倒引当金戻入額 1,132 －

退職給付引当金戻入額 － 37,074

補助金収入 － 7,796

特別利益合計 1,132 45,107

特別損失   

前期損益修正損 79 －

有形固定資産除却損 － 94

投資有価証券評価損 1,449 16,222

ゴルフ会員権評価損 1,500 300

雇用調整支出金 － 14,969

特別損失合計 3,028 31,586

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 20,195 △40,865

法人税、住民税及び事業税 14,614 1,267

法人税等合計 14,614 1,267

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,581 △42,133

㈱郷鉄工所(6397)平成22年３月期第２四半期決算短信

－7－



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,218,813 1,337,131

売上原価 1,028,891 1,173,058

売上総利益 189,922 164,073

販売費及び一般管理費 155,817 140,236

営業利益 34,104 23,836

営業外収益   

受取利息 1,217 748

作業くず売却益 1,896 1,594

その他 923 810

営業外収益合計 4,038 3,152

営業外費用   

支払利息 10,051 9,795

その他 467 229

営業外費用合計 10,519 10,024

経常利益 27,623 16,964

特別利益   

有形固定資産売却益 － 236

貸倒引当金戻入額 △817 △2,653

退職給付引当金戻入額 － 37,074

補助金収入 － 7,796

特別利益合計 △817 42,454

特別損失   

前期損益修正損 79 －

有形固定資産除却損 － 94

投資有価証券評価損 1,449 15,072

ゴルフ会員権評価損 1,500 300

雇用調整支出金 － 6,854

特別損失合計 3,028 22,322

税引前四半期純利益 23,777 37,096

法人税、住民税及び事業税 13,912 644

法人税等合計 13,912 644

四半期純利益 9,865 36,452
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

20,195 △40,865

減価償却費 41,571 48,222

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,132 939

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,060 △5,823

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,074 △36,225

受取利息及び受取配当金 △2,550 △1,642

支払利息 19,702 19,502

有形固定資産売却損益（△は益） － △236

有形固定資産除却損 － 94

投資有価証券評価損益（△は益） 1,449 16,222

ゴルフ会員権評価損 1,500 300

売上債権の増減額（△は増加） 489,675 406,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △595,427 129,782

仕入債務の増減額（△は減少） △126,581 △463,617

未収消費税等の増減額（△は増加） △14,676 25,795

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,352 22,402

その他 11,495 △8,531

小計 △150,997 112,597

利息及び配当金の受取額 2,550 1,642

利息の支払額 △20,033 △19,715

法人税等の支払額 － △1,267

法人税等の還付額 9,663 4,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,816 97,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △122 △172

有形固定資産の取得による支出 △9,019 △60,892

有形固定資産の売却による収入 － 262

有形固定資産の除却による支出 － △13

投資有価証券の取得による支出 △10,075 －

貸付けによる支出 △1,948 －

貸付金の回収による収入 97 292

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,067 △60,524
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △87,500 90,000

長期借入れによる収入 500,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △266,744 △389,028

自己株式の取得による支出 △66 △41

配当金の支払額 △30,288 －

その他の支出 △14,516 △14,516

財務活動によるキャッシュ・フロー 100,885 116,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,998 153,392

現金及び現金同等物の期首残高 886,700 744,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 807,702 898,152
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 
   該当事項はありません。 
 
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 
   該当事項はありません。 
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