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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年5月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

23年2月期第1四半期 1,996 △48.9 186 61.8 202 55.5 81 10.5
22年2月期第1四半期 3,909 ― 115 ― 130 ― 73 ―

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

23年2月期第1四半期 11.99 ―
22年2月期第1四半期 10.85 ―

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

23年2月期第1四半期 17,440 12,317 70.6 1,820.39
22年2月期 16,049 12,272 76.5 1,813.66

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  12,317百万円 22年2月期  12,272百万円

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

22年2月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
10.00 ― 5.00 15.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

5,413 5.7 449 ― 463 722.3 259 ― 38.28

通期 9,695 7.4 695 63.8 724 58.1 405 △16.9 59.85
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、３ページ以降【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ以降【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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ます。実際の業績は、今後の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。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照してください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年2月期第1四半期 7,200,000株 22年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  433,440株 22年2月期  433,440株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 6,766,560株 22年2月期第1四半期 6,766,560株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善が見られ、経済対策の効果により個人消費は持

ち直しつつありますが、ギリシャの財政問題で金融危機の不安が高まり、株安、円高など輸出産業を中心に打撃を受

けております。また、依然として雇用情勢や所得環境に厳しさが残り、先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと当社グループは、高い技術力をベースにした高性能機の開発に取り組み、さらに経費の削

減、生産効率のアップを図り、持続可能な受注活動に努めてまいりました。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は1,996百万円（前年同期比48.9％減）、営業利

益は186百万円（同61.8％増）、経常利益は202百万円（同55.5％増）、四半期純利益は81百万円（同10.5％増）とな

りました。 

  

（１）財政状態の変動状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,390百万円増加し17,440百万円と

なりました。長期預金が200百万円減少いたしましたが、仕掛品が624百万円、受取手形及び売掛金が404百万円

及び現金及び預金が345百万円増加いたしました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,345百万円増加し5,122百万円となりました。未払消費税等が107百万

円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が683百万円、前受金が537百万円及び未払法人税等が187百万円増

加いたしました。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し12,317百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ799百万円増加し、2,681百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は212百万円となりました。これは主に、た

な卸資産の増加670百万円、売上債権の増加403百万円及び未払消費税等の減少107百万円がありましたが、仕入

債務の増加678百万円、前受金の増加533百万円及び税金等調整前四半期純利益202百万円によるものでありま

す。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は625百万円となりました。これは主に、定

期預金の純減少額653百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は33百万円となりました。これは、配当金の

支払によるものであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては概ね計画どおり推移しております。よって、現時点では平成22年

４月６日発表の連結業績予想を変更しておりません。 

  

  該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

 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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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会計処理基準に関する事項の変更 

・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、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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結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（工事の進行率の見積もりは原価比例法）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。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用する工事がないため、これによる損益に与

える影響はありません。   

（３）四半期連結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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,380,573 5,034,630

受取手形及び売掛金 2,834,689 2,430,616

商品及び製品 7,752 7,266

仕掛品 2,269,863 1,645,462

原材料及び貯蔵品 284,945 232,194

繰延税金資産 225,234 166,022

未収還付法人税等 183,456 91,002

その他 94,621 64,715

貸倒引当金 △1,470 △1,300

流動資産合計 11,279,668 9,670,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,291,907 1,309,363

機械装置及び運搬具（純額） 289,164 297,256

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 6,541 5,647

その他（純額） 71,750 58,853

有形固定資産合計 5,047,649 5,059,406

無形固定資産 194,101 198,253

投資その他の資産   

投資有価証券 536,792 539,356

長期預金 350,000 550,000

その他 32,325 31,936

投資その他の資産合計 919,118 1,121,292

固定資産 6,160,869 6,378,952

資産合計 17,440,537 16,049,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,511,385 1,828,369

未払金 173,376 197,562

未払法人税等 187,857 420

前受金 1,711,730 1,174,072

賞与引当金 106,095 61,500

役員賞与引当金 25,300 20,200

その他 23,693 121,862

流動負債合計 4,739,438 3,403,987

固定負債   

繰延税金負債 1,211 4,281
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

退職給付引当金 80,255 76,922

長期未払金 292,054 292,153

その他 9,784 －

固定負債合計 383,305 373,357

負債合計 5,122,744 3,777,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 9,166,438 9,119,141

自己株式 △459,910 △459,910

株主資本合計 13,345,367 13,298,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 145,682 147,386

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △8,027 △8,007

評価・換算差額等合計 △1,027,574 △1,025,850

純資産合計 12,317,793 12,272,220

負債純資産合計 17,440,537 16,049,565
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 3,909,778 1,996,398

売上原価 3,587,434 1,516,095

売上総利益 322,343 480,303

販売費及び一般管理費 206,961 293,573

営業利益 115,382 186,729

営業外収益   

受取利息 4,118 4,374

受取配当金 932 1,007

為替差益 3,763 7,406

受取保険金 3,057 －

その他 3,193 2,980

営業外収益合計 15,065 15,769

営業外費用   

支払利息 107 －

その他 143 43

営業外費用合計 251 43

経常利益 130,196 202,455

特別利益   

固定資産売却益 － 111

特別利益合計 － 111

特別損失   

固定資産除却損 － 33

特別損失合計 － 33

税金等調整前四半期純利益 130,196 202,533

法人税、住民税及び事業税 100,478 182,526

法人税等調整額 △43,690 △61,121

法人税等合計 56,787 121,404

四半期純利益 73,409 81,129
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 130,196 202,533

減価償却費 45,441 44,136

有形固定資産売却損益（△は益） － △111

有形固定資産除却損 － 33

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,662 3,333

長期未払金の増減額（△は減少） △25,699 △99

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,985 44,595

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 170

受取利息及び受取配当金 △5,051 △5,382

支払利息 107 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,156,864 △403,841

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,840,714 △670,896

仕入債務の増減額（△は減少） △670,382 678,592

前受金の増減額（△は減少） △824,852 533,688

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,782 △107,502

未収消費税等の増減額（△は増加） 114,979 △22,120

その他 △99,998 △20,033

小計 △553,978 282,195

利息及び配当金の受取額 8,500 6,848

利息の支払額 △560 －

法人税等の支払額 △275,236 △76,929

営業活動によるキャッシュ・フロー △821,274 212,115

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 2,093,403 653,562

有形固定資産の取得による支出 △53,035 △28,938

有形固定資産の売却による収入 － 1,930

無形固定資産の取得による支出 △2,425 －

投資有価証券の取得による支出 △47,642 △299

保険積立金の積立による支出 － △230

保険積立金の解約による収入 10,327 －

その他 △383 △646

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,000,244 625,377

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △67,665 △33,832

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,665 △33,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,134 △4,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,032,439 799,505

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,163 1,881,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,669,603 2,681,075
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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