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(百万円未満切捨て)

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） 

 (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 2,737 76.2 △391 ― △561 ― △489 ―

22年3月期第1四半期 1,553 △78.2 △857 ― △911 ― △922 ―

 

 
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 △6 32 ―

22年3月期第1四半期 △12 87 ―

 
 (2) 連結財政状態  
 

 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 40,850 16,334 40.0 206 31

22年3月期 40,331 16,167 40.0 225 23
 

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 16,322百万円 22年3月期 16,151百万円

 

2. 配当の状況 
 

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 ― 0 00 0 00

23年3月期 ―    

23年3月期(予想)   0 00 ― 0 00 0 00

(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） 
 (％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) 7,700 92.2 △100 － △200 － △200 － △2 54

通期 16,500 62.0 300 － 100 － 100 － 1 27

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「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 （社名）  除外 ―社 （社名）  

（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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 81,465,568株 22年3月期 74,058,168株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 2,349,107株 22年3月期 2,345,499株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 77,440,964株 22年3月期1Ｑ 71,721,072株

 

(注意事項) 

※ 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、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は終了して

おりません。 

※ 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】P.2「1.当四半期決算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。 
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１.当四半期決算に関する定性的情報 

(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における世界経済は、欧州での財政問題により金融不安がみられるものの、

アジアを中心とした新興国の需要に支えられ、全体としては昨年からの回復傾向が継続しました。 
このような状況のなか、当社主力の工作機械は、国内においては依然として設備投資に本格的な動き

が見られず低水準で推移したものの、アジアや北米を中心に受注がやや回復し、売上高は前年同期に比

べ 107.4％増加しました。 
水道メーターについては、民需向けが低迷しましたが、情報・計装システムの販売が増加したため、

売上高は前年同期に比べ増加しました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比 76.2％増の 2,737 百万円となりまし

た。一方、利益面においては、一層のコストダウンや経費削減等に努めましたが、為替差損等の要因に

より、経常損失は 561 百万円、四半期純損失は 489 百万円となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 40,850 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 519 百

万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加 1,213 百万円、たな卸資産の増加 759 百万

円、投資有価証券の減少762百万円、受取手形及び売掛金の減少516百万円などによるものであります。 

負債は 24,515 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 351 百万円の増加となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金の増加 1,130 百万円、借入金の減少 416 百万円などによるものであります。 

純資産は 16,334 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 167 百万円の増加となりました。これ

は主に、資本金の増加 500 百万円、資本剰余金の増加 500 百万円、利益剰余金の減少 489 百万円、その

他有価証券評価差額金の減少 312 百万円など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 

 平成 23 年 3 月期の通期連結業績予想につきましては、現時点においては平成２２年５月１４日公表

いたしました数値から変更ありません。 

 

２.その他の情報 

(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 

[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の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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。 

[特有の会計処理] 

・税金費用の計算 

 当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する方法を採用しております。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。 
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(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

[会計処理の変更] 

・資産除去債務に関する会計基準 

 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。 

 これに伴い、税金等調整前四半期純損失は、67 百万円増加しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は 67 百万円であります。 

 

(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。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,056 4,842

受取手形及び売掛金 2,885 3,402

商品及び製品 3,912 3,558

仕掛品 3,966 3,564

原材料及び貯蔵品 47 44

その他 347 336

貸倒引当金 △54 △64

流動資産合計 17,162 15,684

固定資産   

有形固定資産   

土地 15,419 15,422

その他（純額） 5,788 6,015

有形固定資産合計 21,207 21,438

無形固定資産 162 172

投資その他の資産   

投資有価証券 1,919 2,681

その他 477 380

貸倒引当金 △79 △26

投資その他の資産合計 2,317 3,035

固定資産合計 23,688 24,646

資産合計 40,850 40,331

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,223 2,093

短期借入金 5,352 5,677

未払法人税等 10 28

賞与引当金 24 54

製品保証引当金 30 27

その他 887 1,074

流動負債合計 9,529 8,955

固定負債   

社債 100 100

長期借入金 5,676 5,767

再評価に係る繰延税金負債 6,007 6,007

退職給付引当金 2,430 2,400

資産除去債務 67 －

その他 705 934

固定負債合計 14,986 15,208

負債合計 24,515 24,163
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,283 5,782

資本剰余金 1,455 954

利益剰余金 840 1,329

自己株式 △525 △524

株主資本合計 8,054 7,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 230 542

土地再評価差額金 8,278 8,278

為替換算調整勘定 △240 △211

評価・換算差額等合計 8,268 8,609

新株予約権 － 1

少数株主持分 12 13

純資産合計 16,334 16,167

負債純資産合計 40,850 40,331
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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：百万円）

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 1,553 2,737

売上原価 1,602 2,345

売上総利益又は売上総損失（△） △48 391

販売費及び一般管理費 808 782

営業損失（△） △857 △391

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 23 24

その他 3 7

営業外収益合計 29 33

営業外費用   

支払利息 40 51

為替差損 － 138

租税公課 22 －

その他 21 13

営業外費用合計 84 203

経常損失（△） △911 △561

特別利益   

投資有価証券売却益 － 218

特別利益合計 － 218

特別損失   

投資有価証券評価損 － 72

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 67

有形固定資産処分損 0 －

特別損失合計 0 140

税金等調整前四半期純損失（△） △912 △483

法人税等 10 7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △490

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純損失（△） △922 △489
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △912 △483

減価償却費 288 239

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 42

賞与引当金の増減額（△は減少） △156 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94 29

受取利息及び受取配当金 △26 △26

支払利息 40 51

有形固定資産処分損益（△は益） 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 67

投資有価証券売却損益（△は益） － △218

投資有価証券評価損益（△は益） － 72

売上債権の増減額（△は増加） 2,381 434

たな卸資産の増減額（△は増加） △291 △843

仕入債務の増減額（△は減少） △2,312 1,130

その他 364 △108

小計 △719 360

利息及び配当金の受取額 25 26

利息の支払額 △18 △15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 34 △22

営業活動によるキャッシュ・フロー △678 348

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 △148 △11

有形固定資産の売却による収入 △34 －

無形固定資産の取得による支出 △16 △1

投資有価証券の売却による収入 － 450

関係会社出資金の払込による支出 － △46

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 0 0

その他 30 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △168 393

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） 1,603 △150

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △308 △266

株式の発行による収入 － 1,000

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △2 △0

リース債務の返済による支出 △74 △67

その他 △5 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,712 515

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 863 1,213

現金及び現金同等物の期首残高 3,579 4,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,443 6,016
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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 

 新株予約権の行使により、当第１四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ 500

百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が 6,283 百万円、資本準備金が 1,455 百万

円となっております。 
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