
  

  

１．平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期 2,609 2.7 179 － 192 976.5 75 － 

22年3月期第１四半期 2,540 △25.5 3 △37.8 17 △53.4 4 △77.4 

  
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3月期第１四半期 2.62 －   

22年3月期第１四半期 0.14 －   

  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3月期第１四半期 16,554 11,307 68.3 391.45 

22年3月期 16,653 11,477 68.9 397.30 

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 11,307百万円 22年3月期 11,477百万円

  
年間配当金

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3月期 －   －   －   5.50 5.50 

23年3月期 －   

23年3月期（予想） －   －   5.50 5.50 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計） 5,600 10.3 240 135.2 250 106.6 100 163.1 3.46 

通期 11,200 9.6 350 86.1 360 84.6 150 57.8 5.19 



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

 する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 31,307,396株 22年3月期 31,307,396株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 2,421,163株 22年3月期 2,420,023株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 28,886,613株 22年3月期１Ｑ 28,891,675株



【 添付資料 】 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策による内需回復や中国をはじめとするアジア

新興国への輸出増加を背景に、緩やかな回復傾向となりましたが、米国経済の回復の遅れや欧州経済危機

などによる円高の影響、厳しい雇用環境等により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社におきましては、積極的な営業活動、コスト削減、生産性の向上等を推し進

めてまいりました結果、売上高は26億９百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は１億７千９百万円（前

年同期は３百万円）、経常利益は１億９千２百万円（前年同期は１千７百万円）、四半期純利益は７千５百

万円（前年同期は４百万円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前期末より９千９百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が

２億９千８百万円増加したものの、現金及び預金が２億５百万円及び投資有価証券が１億５千３百万円減

少したことによるものです。負債につきましては、７千万円の増加となりました。純資産につきましては、

１億６千９百万円の減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が８千６百万円及び利益

剰余金が８千３百万円減少したことによるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年４月30日付の平成22年３月期決算短信(非連結)で

発表いたしました予想値を修正しております。業績予想に関する事項につきましては、本日平成22年７月

29日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．その他の情報 

 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前会計年度決算において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,528,757 4,733,830

受取手形及び売掛金 2,515,468 2,541,181

製品 253,036 355,657

仕掛品 1,763,811 1,422,851

原材料及び貯蔵品 660,165 600,075

その他 175,172 133,763

貸倒引当金 △13,300 △16,300

流動資産合計 9,883,111 9,771,059

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,819,811 1,822,228

機械及び装置（純額） 2,052,295 2,169,739

その他（純額） 827,730 803,321

有形固定資産合計 4,699,837 4,795,289

無形固定資産 97,623 98,027

投資その他の資産   

投資有価証券 1,199,766 1,353,521

その他 679,845 641,910

貸倒引当金 △5,873 △5,873

投資その他の資産合計 1,873,739 1,989,558

固定資産合計 6,671,200 6,882,875

資産合計 16,554,311 16,653,935

旭精機工業㈱（6111）平成23年3月期 第１四半期決算短信(非連結)

- 4 -



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,975,957 1,753,792

短期借入金 1,440,000 1,440,000

未払法人税等 96,806 117,500

賞与引当金 51,035 172,957

その他 511,278 477,622

流動負債合計 4,075,078 3,961,873

固定負債   

退職給付引当金 1,038,171 1,032,100

役員退職慰労引当金 131,725 180,793

その他 1,742 1,943

固定負債合計 1,171,640 1,214,837

負債合計 5,246,718 5,176,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,401 3,469,401

利益剰余金 3,739,039 3,822,234

自己株式 △332,207 △332,026

株主資本合計 11,051,649 11,135,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 255,861 342,198

繰延ヘッジ損益 81 －

評価・換算差額等合計 255,943 342,198

純資産合計 11,307,592 11,477,224

負債純資産合計 16,554,311 16,653,935
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,540,021 2,609,805

売上原価 2,239,366 2,138,437

売上総利益 300,655 471,367

販売費及び一般管理費 297,331 291,939

営業利益 3,323 179,428

営業外収益   

受取利息 38 239

受取配当金 10,282 9,541

固定資産賃貸料 25,547 13,553

その他 1,262 2,253

営業外収益合計 37,130 25,587

営業外費用   

支払利息 4,546 3,133

固定資産賃貸費用 17,276 7,519

その他 716 1,504

営業外費用合計 22,538 12,157

経常利益 17,914 192,859

特別利益   

貸倒引当金戻入額 600 3,000

特別利益合計 600 3,000

特別損失   

固定資産売却損 144 108

固定資産除却損 1,845 473

投資有価証券評価損 － 29,871

特別損失合計 1,989 30,453

税引前四半期純利益 16,524 165,405

法人税等 12,380 89,720

四半期純利益 4,144 75,685
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 16,524 165,405

減価償却費 232,079 203,321

貸倒引当金の増減額（△は減少） △600 △3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △78,940 △121,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,148 6,071

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,771 △49,067

受取利息及び受取配当金 △10,320 △9,780

支払利息 4,546 3,133

有形固定資産売却損益（△は益） 144 108

有形固定資産除却損 1,818 445

売上債権の増減額（△は増加） 504,953 25,713

たな卸資産の増減額（△は増加） 241,588 △298,428

仕入債務の増減額（△は減少） △477,183 222,165

その他 1,945 △47,259

小計 468,475 96,908

利息及び配当金の受取額 10,320 9,780

利息の支払額 － △3,348

法人税等の支払額 △3,510 △104,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,286 △1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △97,190 △59,176

有形固定資産の売却による収入 1,917 2,725

無形固定資産の取得による支出 △1,380 △18,943

投資有価証券の取得による支出 △1,049 △1,274

その他 80 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △97,623 △76,669

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △151 △181

自己株式の売却による収入 91 －

配当金の支払額 △137,286 △126,646

その他 △191 △191

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,538 △127,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 △219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,071 △205,072

現金及び現金同等物の期首残高 2,694,858 4,733,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,934,929 4,528,757

旭精機工業㈱（6111）平成23年3月期 第１四半期決算短信(非連結)

- 7 -



（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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