
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   
 

 
  

 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

平成２３年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成22年８月６日

上 場 会 社 名 株式会社 重松製作所 上場取引所 JQ

コ ー ド 番 号 7980 URL http://www.sts-japan.com

代  表  者 (役職名)取締役社長 (氏名)重松 宣雄
問合せ先責任者 (役職名)専務取締役経理部長 (氏名)森田 隆 TEL  (03)3255－0255

四半期報告書提出予定日 平成22年8月11日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

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）

 (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 1,767 △0.3 20 ― 7 ― 2 ―

22年３月期第１四半期 1,773 △15.1 △36 ― △50 ― △25 ―

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 0 41 ―

22年３月期第１四半期 △3 51 ―

 (2) 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 8,836 2,270 25.7 316 19

22年３月期 9,273 2,347 25.3 326 91

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,270百万円  22年３月期 2,347百万円

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 ― ― ― 7 50 7 50

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― 5 00 5 00

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）

(％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) 3,660 1.6 10 △36.0 △25 ― △40 ― △5 57

通期 8,500 △1.7 230 △38.9 170 △46.3 100 △47.4 13 93



 
 (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。 

  

 

 
 (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） 

 
  

  

・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いませ

ん。 

・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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「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

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 7,200,000株 22年３月期 7,200,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 19,969株 22年３月期 19,358株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,180,548株 22年３月期１Ｑ 7,180,642株

(注意事項)
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当第1四半期におけるわが国経済は、在庫調整の進展や海外経済の回復を背景にした輸出や生産の増加
などから、 悪期を脱し、緩やかな回復傾向が鮮明になってきております。その一方で、為替相場の急激
な円高進行、国内設備投資の停滞感、厳しい雇用情勢や個人所得環境など、依然として不透明な要因も少
なくないのが実情であり、今後もあまり楽観のできない状況が続くものと見込まれます。 
このような不透明な事業環境の中、当社の呼吸用保護具全般の受注状況は、主要顧客である民間製造業

の慎重姿勢もあり、前年同四半期比ではほぼ横這いの水準で推移しました。この結果、売上高は、前年同
四半期比で６百万円減少の１７億６７百万円となりました。 
一方、利益面では、前事業年度から引き続き生産効率の一層の向上を図るとともに、製造経費削減策を

継続実施してきております。これらにより、売上原価は３％改善され、売上総利益は５億５６百万円と、
前年同四半期比で５３百万円の増加となりました。 
また、販売費及び一般管理費についても、諸経費削減策の継続実施に加え、研究開発費の負担がやや減

少したこともあり、全体としては、前年同四半期比で３百万円の減少となりました。 
この結果、営業利益２０百万円（前年同四半期比５６百万円の増加）、経常利益７百万円（前年同四半

期比５７百万円の増加）、税引後四半期純利益２百万円（前年同四半期比２８百万円の増加）となりまし
た。 

  

当第１四半期末の総資産は、前事業年度末に比べて、４億３６百万円減少の８８億３６百万円、負債
合計は３億５９百万円減少の６５億６６百万円となり、純資産は７７百万円減少の２２億７０百万円と
なりました。この結果、当第１四半期末時点での自己資本比率は２５.７％となりました。 

  

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より３億３９
百万円減少し、４億５１百万円となりました。 

当第１四半期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。 

営業活動の結果使用した資金は、５０百万円（前年同四半期は、得られた資金が６億５百万円）と
なりました。これは主に、税引前四半期純利益７百万円、減価償却費１億７百万円、売上債権の減少
３億７４百万円、仕入債務の減少４億２０百万円、賞与引当金の減少７６百万円、たな卸資産の増加
６７百万円、未払費用の増加１億３３百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、３０百万円（前年同四半期は、使用した資金が１億６３百万円）
となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３０百万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、６２百万円（前年同四半期は、使用した資金が１億２０百万円）
となりました。これは主に、短期借入金の純増額３億５０百万円、長期借入金の返済による支出１億
２８百万円、社債の償還による支出９６百万円、配当金の支払５３百万円等によるものです。 

 平成２２年５月１２日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更はございません。 
  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

 ①財政状態の状況

 ②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸額の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
高を基礎として、合理的な方法により算出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格
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっています。 
④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の事業予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 
 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

  

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 1,202,097 1,220,860

受取手形及び売掛金 2,102,923 2,479,837

商品及び製品 1,270,422 1,270,874

仕掛品 142,207 135,295

原材料及び貯蔵品 680,459 618,963

その他 169,494 158,593

貸倒引当金 △2,113 △2,534

流動資産合計 5,565,491 5,881,892

固定資産   

有形固定資産 2,652,615 2,730,649

無形固定資産 65,626 73,234

投資その他の資産 552,751 587,393

固定資産合計 3,270,993 3,391,277

資産合計 8,836,484 9,273,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,659,049 2,080,043

短期借入金 850,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 555,996 555,996

1年内償還予定の社債 303,800 303,800

賞与引当金 54,916 131,776

その他 382,384 359,329

流動負債合計 3,806,146 3,930,944

固定負債   

社債 675,200 772,100

長期借入金 1,416,180 1,545,179

その他の引当金 396,200 397,409

その他 272,532 280,083

固定負債合計 2,760,112 2,994,771

負債合計 6,566,259 6,925,716
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,332,875 1,383,821

自己株式 △10,091 △9,856

株主資本合計 2,165,361 2,216,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,863 130,910

評価・換算差額等合計 104,863 130,910

純資産合計 2,270,225 2,347,453

負債純資産合計 8,836,484 9,273,170
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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 1,773,773 1,767,592

売上原価 1,270,786 1,211,374

売上総利益 502,987 556,218

販売費及び一般管理費 539,879 536,143

営業利益又は営業損失（△） △36,891 20,075

営業外収益   

受取利息 748 413

受取賃貸料 － 2,511

受取配当金 5,811 5,084

その他 5,143 2,598

営業外収益合計 11,703 10,608

営業外費用   

支払利息 18,712 18,509

手形売却損 4,064 2,445

その他 2,289 2,216

営業外費用合計 25,066 23,171

経常利益又は経常損失（△） △50,254 7,512

特別利益   

貸倒引当金戻入額 262 425

その他 13,762 －

特別利益合計 14,025 425

特別損失   

固定資産除却損 51 －

特別損失合計 51 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △36,280 7,937

法人税、住民税及び事業税 1,816 3,483

法人税等調整額 △12,890 1,545

法人税等合計 △11,074 5,029

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,205 2,908
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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又は税引前四半期純損失
（△）

△36,280 7,937

減価償却費 90,641 107,632

固定資産除却損 51 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △262 △425

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,406 △76,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,144 △1,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △94,890 －

受取利息及び受取配当金 △6,559 △5,498

支払利息 18,712 18,509

手形売却損 4,064 2,445

売上債権の増減額（△は増加） 759,690 374,469

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 115,545 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,926 △67,954

仕入債務の増減額（△は減少） △336,013 △420,993

未払費用の増減額（△は減少） 121,042 133,531

その他 78,549 △35,908

小計 615,815 35,677

利息及び配当金の受取額 7,046 5,903

利息の支払額 △13,310 △19,857

法人税等の支払額 △3,609 △72,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 605,941 △50,919

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 △83,722 △30,731

無形固定資産の取得による支出 △3,048 －

投資有価証券の取得による支出 △75,000 －

貸付けによる支出 － △230

貸付金の回収による収入 1,820 755

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4,003 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,953 △30,264

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） 25,000 350,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,880 △7,589

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △106,499 △128,999

社債の償還による支出 △96,900 △96,900

配当金の支払額 △35,903 △53,854

自己株式の取得による支出 － △235

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,182 62,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
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（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321,804 △18,762

現金及び現金同等物の期首残高 469,889 470,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 791,694 451,997

（株）重松製作所（7980）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－8－



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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