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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 743 △99 ― △122 ― △125 ―

22年３月期第１四半期 639 △99 ― △119 ― △76 ―

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. 46 ―

22年３月期第１四半期 △1. 50 ―

 (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 7,052 656 9.3 12. 85

22年３月期 6,614 814 12.3 15. 93

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 656百万円 22年３月期 814百万円

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

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) 2,900 20.6 △45 ― △100 ― △100 ― △1. 96

通期 7,300 2.7 230 △8.4 80 △37.0 85 △49.4 1. 66



 

 
(4) 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おりま

せん。 

 上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は

今後様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 

 なお、業績予想に関する事項については、添付資料の２ページを参照してください。 

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) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(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 ： 無

(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 ： 無

 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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 51,159,720株 22年３月期 51,159,720株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 54,885株 22年３月期 54,202株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 51,105,063株 22年３月期１Ｑ 51,108,528株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、海外経済の改善を起点として緩やかに回復しつつ

あり、企業の業況感は引き続き改善基調で推移しました。設備投資は企業収益が回復している下で持ち

直しに転じつつあり、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあるものの、その程度は幾分和らいでき

ており、個人消費は耐久消費財を中心に持ち直している状況であります。 

 このような状況の下で、当社グループの当第１四半期連結会計期間の受注高は13億91百万円(前年同

期比16.1%減)となり、売上高は7億43百万円(前年同期比16.3%増)となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

紙工機械 

受注高は、保守業務が堅調に推移したものの、段ボール製函印刷機械の減少により3億76百万円と

なりました。 

売上高は、保守業務の減少により1億92百万円となりました。 

受託生産 

客先の生産増加により、受注高は2億73百万円、売上高は2億71百万円となりました。 

防衛機器 

受注高は5億73百万円、売上高は1億21百万円であり、いづれも前年同期並となりました。 

その他  

受注高は、超音波骨量測定装置が堅調に推移し1億68百万円となりました。 

売上高は、産業資材用の撚糸機が堅調に推移し1億58百万円となりました。 

  

損益面におきましては、前年同期に比べ売上高は増加しているものの、新型段ボール製函印刷機械の

研究開発費の負担等により営業損失は前年同期並の99百万円となりました。また、経常損失は1億22百

万円(前年同期は経常損失1億19百万円)となり、四半期純損失は1億25百万円(前年同期は四半期純損失

76百万円)となりました。 

  

(イ)資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べ5億17百万円(14.2%)増加し、41億74百万円となりました。これは

主に現金及び預金が6億31百万円並びに受取手形及び売掛金が2億61百万円減少したものの、当連結会計

年度後半にかけての売上引当のために仕掛品が13億75百万円増加したことによります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ79百万円(2.7%)減少し、28億77百万円となりました。これは主に

保有する有価証券の時価が下落したことなどにより投資有価証券が48百万円減少したこと及び減価償却

費の計上などにより有形固定資産が34百万円減少したことによります。 

 この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ4億37百万円(6.6%)増加し、70億52百万円となりまし

た。 

(ロ)負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ6億63百万円(14.8%)増加し、51億38百万円となりました。これは
主に支払手形及び買掛金が4億68百万円並びに短期借入金が2億43百万円増加したことによります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ67百万円(5.1%)減少し、12億57百万円となりました。これは主に
約定弁済により長期借入金が37百万円減少したことによります。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ5億95百万円(10.3%)増加し、63億95百万円となりまし
た。 

(ハ)純資産 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億57百万円(19.4%)減少し、6億56百万円となりました。これ

は主に四半期純損失の計上により利益剰余金が1億25百万円減少したこと及び保有する有価証券の時価

が下落したことに伴いその他有価証券評価差額金が32百万円減少したことによります。 

  

平成22年5月14日に発表した業績予想を修正しております。  
 具体的な内容につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 

1. 当四半期の連結業績等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

(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
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理の適用) 
①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出する方法によっております。 
②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、連結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
方法によっております。 
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 
  該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 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 253 884

受取手形及び売掛金 1,093 1,355

仕掛品 2,687 1,311

原材料及び貯蔵品 37 43

その他 103 62

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,174 3,657

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,121 1,139

その他（純額） 965 982

有形固定資産合計 2,087 2,121

無形固定資産 23 24

投資その他の資産

投資有価証券 599 647

その他 193 189

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 766 810

固定資産合計 2,877 2,956

資産合計 7,052 6,614
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,754 1,286

短期借入金 3,088 2,845

1年内返済予定の長期借入金 149 149

その他 146 194

流動負債合計 5,138 4,475

固定負債

長期借入金 446 483

退職給付引当金 766 770

その他 45 70

固定負債合計 1,257 1,324

負債合計 6,395 5,800

純資産の部

株主資本

資本金 4,533 4,533

資本剰余金 3,140 3,140

利益剰余金 △7,027 △6,902

自己株式 △6 △6

株主資本合計 639 765

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16 48

評価・換算差額等合計 16 48

純資産合計 656 814

負債純資産合計 7,052 6,614
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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 639 743

売上原価 575 648

売上総利益 63 94

販売費及び一般管理費 163 194

営業損失（△） △99 △99

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 9 6

負ののれん償却額 3 3

その他 1 7

営業外収益合計 14 17

営業外費用

支払利息 35 37

その他 0 2

営業外費用合計 35 39

経常損失（△） △119 △122

特別利益

投資有価証券売却益 51 －

特別利益合計 51 －

特別損失

固定資産処分損 1 0

投資有価証券売却損 6 －

役員退職慰労金 0 －

特別損失合計 8 0

税金等調整前四半期純損失（△） △76 △122

法人税、住民税及び事業税 8 12

法人税等調整額 △8 △9

法人税等合計 △0 2

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △125

四半期純損失（△） △76 △125
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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（△） △76 △122

減価償却費 42 40

負ののれん償却額 △3 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 △4

受取利息及び受取配当金 △10 △6

支払利息 35 37

固定資産処分損益（△は益） 1 0

投資有価証券売却損益（△は益） △44 －

売上債権の増減額（△は増加） △51 261

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,363 △1,369

仕入債務の増減額（△は減少） 563 481

未収消費税等の増減額（△は増加） △46 △69

その他 △20 △24

小計 △993 △778

利息及び配当金の受取額 10 6

利息の支払額 △44 △36

法人税等の支払額 △11 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,039 △816

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △29 △15

投資有価証券の取得による支出 △1 △5

投資有価証券の売却による収入 241 －

貸付けによる支出 △6 －

貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 205 △20

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） 300 243

長期借入れによる収入 700 －

長期借入金の返済による支出 △16 △37

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 983 205

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148 △631

現金及び現金同等物の期首残高 494 884

現金及び現金同等物の四半期末残高 643 253
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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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