
  

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

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月期の連結業績予想（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：無 
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        平成22年８月４日
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  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  2,838  10.2  △73     －  △62     －  △73     － 

22年３月期第１四半期  2,575  △30.2  25  △92.3  74  △78.5  52  △76.4

  
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  △7  45     － － 

22年３月期第１四半期  5  30     － － 

  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  13,275  6,737  50.7  683  92

22年３月期  12,621  6,918  54.8  702  33

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,736百万円 22年３月期 6,917百万円

  
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     －     －  0 00     －     － 10 00  10  00

23年３月期     －     － 

23年３月期（予想）  0 00     －     － 10 00  10  00

  （％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）  5,900  55.7  △280     －  △310     －  △310     －  △31  47

通期  12,700  77.0  △280     －  △340     －  △430     －  △43  66



４．その他（詳細は、添付資料 ３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 － 社 、 除外 － 社 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）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連結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。 

  

（３）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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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は，金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり，この四半期決算短信の開示

時点において，四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  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大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 ２ページ「１．当四半期の連結

業績等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」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 9,850,000株 22年３月期 9,850,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 76株 22年３月期 76株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,849,924株 22年３月期１Ｑ 9,849,924株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）におけるわが国経済は、アジアを中

心とした海外経済の改善や緊急経済対策を始めとする政策の効果等により企業収益の改善が続き、自立的な景気回

復への基盤が整いつつありますが、米国や欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念やデフレの影響等景気を下押し

するリスクが残り、失業率が高水準にある等依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、世界各国の需要喚起策の影響により回復傾向にあり

ますが、欧米における需要喚起策終了による反動減や中国市場の伸びの鈍化等懸念材料も残っております。 

 このような状況の中、当第１四半期連結会計期間の受注高につきましては、プレス機械は自動車業界各社の設備

投資が回復傾向にあることを受け、一部キャンセルはあったものの1,264百万円（前年同四半期は6百万円、前年同

四半期比19,907.5％増）と大幅に回復し、ＦＡシステム製品も同様に827百万円（前年同四半期比302.6％増）とな

りました。また、アフターサービス工事も1,166百万円（前年同四半期比124.7％増）と回復いたしました。全体で

も3,258百万円（前年同四半期比345.8％増）と大幅に回復いたしました。受注残高は前連結会計年度末に比べ420

百万円増加し7,458百万円となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は1,553百万円（前年同四半期比29.3％増）、ＦＡシステム製品は725百万円

（前年同四半期比6.5％減）、アフターサービス工事は559百万円（前年同四半期比6.5％減）となり、全体では

2,838百万円（前年同四半期比10.2％増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高は増加したものの販売価格の下落により、営業損失73百万円（前年同四半期は25

百万円の営業利益）、経常損失62百万円（前年同四半期は74百万円の経常利益）、四半期純損失73百万円（前年同

四半期は52百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ797百万円増加し、9,784百

万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

  固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ144百万円減少し、3,490百万円となりました。これは、主に有形

固定資産が減少したことによるものであります。 

  負債の残高は、前連結会計年度末に比べ834百万円増加し、6,537百万円となりました。これは、主に未払金が

増加したことによるものであります。 

  純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ181百万円減少し、6,737百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が減少したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等の要

因はあったものの、たな卸資産の減少、未払金の増加及び定期預金の払戻による収入等により、前連結会計年度

末に比べ1,687百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には3,054百万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・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獲得した資金は、567百万円（前年同四半期は1,378百万

円の使用）となりました。これは、主に売上債権の増加等の要因はあったものの、たな卸資産の減少及び未払

金の増加があったこと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獲得した資金は、1,208百万円（前年同四半期は335百万

円の使用）となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入があったこと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、87百万円（前年同四半期比49％減）と

なりました。これは、主に配当金の支払額があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１連結会計期間の連結業績は概ね当初計画どおり進捗しており、平成23年３月期の第２四半期連結累計期

間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました業績予想を変更しておりませ

ん。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結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連結会計年度末に係る実地

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。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

・繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結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ため、前連結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

利用しております。 

・製品保証引当金の算定方法 

 保証工事の実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度

決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。 

  

②特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結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。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,206,098 4,721,107

受取手形及び売掛金 3,463,292 2,797,412

商品及び製品 34,408 36,089

仕掛品 506,995 835,423

原材料及び貯蔵品 144,499 152,208

繰延税金資産 341 350

その他 431,968 447,678

貸倒引当金 △2,886 △3,450

流動資産合計 9,784,718 8,986,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,167,495 1,188,106

機械装置及び運搬具（純額） 735,410 795,998

土地 854,677 854,677

その他（純額） 127,674 135,250

有形固定資産合計 2,885,257 2,974,032

無形固定資産   

のれん 150,735 161,603

その他 51,472 56,634

無形固定資産合計 202,207 218,238

投資その他の資産   

投資有価証券 304,669 334,060

その他 98,451 111,371

貸倒引当金 △280 △2,788

投資その他の資産合計 402,841 442,643

固定資産合計 3,490,306 3,634,913

資産合計 13,275,024 12,621,733



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 631,115 513,951

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 1,808,917 1,054,187

未払費用 474,290 387,671

未払法人税等 12,983 10,523

前受金 247,200 65,956

賞与引当金 60,210 120,000

製品保証引当金 162,549 199,507

受注損失引当金 716,665 831,091

その他 45,988 88,487

流動負債合計 5,309,919 4,421,375

固定負債   

退職給付引当金 1,178,578 1,221,730

役員退職慰労引当金 10,712 8,453

その他 38,789 51,769

固定負債合計 1,228,080 1,281,953

負債合計 6,537,999 5,703,329

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 4,980,292 5,152,155

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,782,641 6,954,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,204 33,587

繰延ヘッジ損益 3,088 △453

為替換算調整勘定 △71,409 △69,734

評価・換算差額等合計 △46,116 △36,599

新株予約権 500 500

純資産合計 6,737,025 6,918,404

負債純資産合計 13,275,024 12,621,733



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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

売上高 2,575,945 2,838,387

売上原価 2,238,653 2,572,960

売上総利益 337,291 265,426

販売費及び一般管理費 311,875 339,219

営業利益又は営業損失（△） 25,415 △73,792

営業外収益   

受取利息 3,257 1,348

受取配当金 2,371 3,820

助成金収入 40,177 －

補助金収入 － 10,034

その他 10,074 12,451

営業外収益合計 55,880 27,655

営業外費用   

支払利息 228 2,975

為替差損 － 6,992

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,548

その他 6,660 2,460

営業外費用合計 6,888 15,976

経常利益又は経常損失（△） 74,407 △62,113

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

74,407 △62,113

法人税等 22,158 11,250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △73,363

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,248 △73,363



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

74,407 △62,113

減価償却費 110,585 97,037

のれん償却額 7,758 10,867

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,990 △59,790

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,000 △36,958

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46,190 △114,426

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76,253 △43,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,537 2,259

貸倒引当金の増減額（△は減少） 582 △3,062

受取利息及び受取配当金 △5,628 △5,168

支払利息 228 2,975

投資有価証券売却損益（△は益） － △621

固定資産除却損 21 －

売上債権の増減額（△は増加） 333,731 △666,088

たな卸資産の増減額（△は増加） 142,264 336,039

その他の流動資産の増減額（△は増加） 154,579 25,146

仕入債務の増減額（△は減少） △465,162 117,951

未払費用の増減額（△は減少） △209,094 90,213

未払金の増減額（△は減少） △967,936 740,855

前受金の増減額（△は減少） △205,623 181,918

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,798 △22,332

その他 △99,955 △12,105

小計 △1,321,341 579,445

利息及び配当金の受取額 4,867 5,847

利息の支払額 △228 △282

法人税等の支払額 △61,377 △17,168

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,378,079 567,842

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 △2,834 △752,957

定期預金の払戻による収入 120,000 1,955,000

投資有価証券の取得による支出 △1,709 △1,762

投資有価証券の売却による収入 － 12,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△434,309 －

有形固定資産の取得による支出 △17,993 △3,939

無形固定資産の取得による支出 △270 176

その他 1,997 △186

投資活動によるキャッシュ・フロー △335,119 1,208,730



（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △170,974 △87,674

その他 △239 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,213 △87,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,971 △1,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,878,440 1,687,033

現金及び現金同等物の期首残高 5,163,001 1,367,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,284,560 3,054,127



 該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を

主な事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

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

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）ヨーロッパ……イギリス、ハンガリー他 

(2）アジア……タイ、中国、インド他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

〔セグメント情報〕 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を

主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

 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）セグメント情報

  ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  331,132  747,012  121,422  1,199,566

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,575,945

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.9  29.0  4.7  46.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー1: 
	ヘッダー2: 
	ヘッダー3: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱エイチアンドエフ(6163) 平成23年３月期 第１四半期決算短信
	フッター1: 
	フッター2: 
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


