
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：無 
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  （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  1,805  2.9  45  7.4  57  9.1  △4  －

22年３月期第１四半期  1,753  △20.0  42  △48.8  52  △39.2  30  △60.7

  
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    △0.55    －

22年３月期第１四半期    3.76    －

  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  6,437  3,295  51.2   411.42

22年３月期  6,256  3,332  53.3   415.98

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,295百万円 22年３月期 3,332百万円

  
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  － 3.50 － 3.50  7.00

23年３月期  －

23年３月期（予想） 3.50 － 3.50  7.00

  （％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）  3,333  3.3  △29  －  △14  －  △12  －   △1.50

通期  7,050  8.1  41  －  70  1,522.2  33  －   4.21



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 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,010,000株 22年３月期 8,010,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 0株 22年３月期 0株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,010,000株 22年３月期１Ｑ 8,010,000株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の持ち直し感が見られたものの、個人消費、雇

用情勢の低迷、さらに欧州諸国の財政不安からの円高、株安が続くなど、先行き不透明な情勢で推移してまいりま

した。 

このような状況の中にあって当社は、営業部門におきましては、顧客ニーズの抽出による提案型営業の推進、

新規顧客の開拓など、受注の拡大に鋭意努めてまいりました。 

生産工場及び工事工場におきましては、原材料価格の高騰が続いている中、コスト削減、施工法の効率化な

ど、原価低減と品質の向上に努めてまいりました。 

 また、研究開発などの技術部門におきましては、新技術の早期実用化に向けて研究を加速させてまいりました。

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,805百万円（前年同四半期比2.9％増）となりました。 

また、損益面に置きましては、営業利益は45百万円（前年同四半期比7.4％増）、経常利益は57百万円（前年同

四半期比9.1％増）となりましたが、資産除去債務の計上等の特別損失40百万円により、第１四半期純損失は４百

万円（前年同四半期は30百万円の利益）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 工事施工 

当社の主要取引先である鉄鋼、自動車産業等においては、緩やかながらも生産量に回復が見られ、連続鋳造

ロール工事、ダイカスト関連工事、プラズマ粉体肉盛工事、粉体ミル工事等の受注は増加しましたが、鉄鋼、

プラントメーカー等におけるトッププレート（耐摩耗用クラッド鋼板）工事では、大型案件の減少により受注

が減少した結果、売上高は1,289百万円、セグメント利益は129百万円となりました。 

② 溶接材料 

引き続き新規顧客の開拓等、販売強化に努めました結果、当社の主力製品である耐摩耗・耐腐食用溶接材料

のフラックス入りワイヤの売上高は153百万円、商品のアーク溶接棒、ＭＩＧ・ＴＩＧ等の溶接材料の売上高

は217百万円となり、溶接材料の合計売上高は371百万円、セグメント利益は56百万円となりました。 

③ その他 

製造業、特に自動車産業の増産によりアルミダイカストマシーン用部品の受注は増加しましたが、環境関連

装置、化学薬品製造用部材の受注は減少し、その結果、売上高は143百万円、セグメント利益は2百万円となり

ました。 

  

（２）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１四半期会計期間末の総資産は、6,437百万円となり前事業年度末に比べ180百万円の増加となりました。

 流動資産は、前事業年度末に比べて247百万円増加し4,717百万円となりました。これは主に、現金預金143百

万円、売上債権49百万円、たな卸資産50百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて66百万円減少し1,720百万円となりました。これは主に、建物15百万円、

機械装置18百万円、投資有価証券6百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 流動負債は、前事業年度末に比べて226百万円増加し2,244百万円となりました。これは主に、賞与引当金54百

万円が減少したものの、仕入債務146百万円、未払金20百万円、未払費用94百万円、未払法人税等9百万円がそれ

ぞれ増加したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて9百万円減少し897百万円となりました。これは主に、長期未払金30百万

円、資産除去債務32百万円がそれぞれ増加したものの、役員退職慰労引当金69百万円が減少したことによるもの

であります。 

 純資産は、前事業年度末に比べて36百万円減少し3,295百万円となりました。これは、当第１四半期会計期間

に4百万円の四半期純損失を計上し、配当金の支払28百万円と有価証券評価差額金が4百万円減少したことによる

ものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



２．キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ143百万円増加し、1,518百万円

となりました。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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益17百万円に減価償却費の計上50百万

円、仕入債務の増加146百万円、未払費用の増加94百万円、長期未払金の増加30百万円、資産除去債務の計上32

百万円などの資金増加要因があったものの、賞与引当金の減少54百万円、役員退職慰労引当金の減少69百万円、

売上債権の増加49百万円、たな卸資産の増加50百万円があり、179百万円の収入（前年同四半期比143百万円増）

となりました。 

（投資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・フローにつきましては、無形固定資産の取得による支出2百万円などにより、3百

万円の支出（前年同四半期比91百万円減）となりました。 

（財務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・フローにつきましては、リース債務の返済による支出4百万円、配当金の支払に

よる支出28百万円により、32百万円の支出（前年同四半期は33百万円の支出）となりました。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 売上高、利益につきましては、当初の計画通りに推移するものと考えており、現時点におきましては、平成22年

５月18日発表の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には速やかに開

示いたします。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．たな卸資産の評価方法 

 たな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もり、

簿価切下げを行う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、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

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 

  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、税引前四半期純利益は、32,895千円減少しております。 

  

（３）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。 

  

（４）追加情報 

（役員退職慰労引当金） 

 当社の役員退職慰労引当金につきましては、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要

支給額を計上しておりましたが、平成22年５月18日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止するこ

とを決議するとともに、平成22年６月24日開催の第63回定時株主総会において在任期間に対応する退職慰労金

の打ち切り支給案が承認されました。 

 これに伴い、第63回定時株主総会終結時における役員退職慰労引当金を全額取崩し、当第１四半期会計期間

末における未払額につきましては、流動負債の「その他」に41百万円、固定負債の「その他」に30百万円を計

上しております。 

２．その他の情報



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 1,001,713 858,211

受取手形及び売掛金 2,008,350 1,958,952

有価証券 517,183 517,070

商品及び製品 654,318 624,794

半成工事 271,602 268,580

原材料及び貯蔵品 109,451 103,829

その他 158,747 141,940

貸倒引当金 △4,070 △3,626

流動資産合計 4,717,297 4,469,754

固定資産   

有形固定資産 1,451,623 1,494,740

無形固定資産 77,259 80,741

投資その他の資産 191,176 211,147

固定資産合計 1,720,060 1,786,629

資産合計 6,437,357 6,256,384

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,632,031 1,484,808

短期借入金 230,000 230,000

賞与引当金 36,651 91,560

工事損失引当金 12,273 9,841

未払法人税等 27,869 18,846

その他 305,661 182,575

流動負債合計 2,244,488 2,017,632

固定負債   

退職給付引当金 365,484 364,671

その他 531,950 542,071

固定負債合計 897,435 906,742

負債合計 3,141,923 2,924,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,417,139 2,449,582

株主資本合計 3,296,764 3,329,207

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,330 2,802

評価・換算差額等合計 △1,330 2,802

純資産合計 3,295,434 3,332,009

負債純資産合計 6,437,357 6,256,384



（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 1,753,886 1,805,247

売上原価 1,322,988 1,371,591

売上総利益 430,897 433,656

販売費及び一般管理費 388,124 387,732

営業利益 42,773 45,924

営業外収益   

受取利息及び配当金 787 986

雇用安定助成金 10,126 8,963

その他 2,843 3,356

営業外収益合計 13,757 13,305

営業外費用   

支払利息 1,787 1,287

工場移転費用 1,607 －

その他 307 287

営業外費用合計 3,702 1,575

経常利益 52,828 57,654

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 2,941 －

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 2,941 9

特別損失   

固定資産除却損 4,845 33

減損損失 － 7,159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,895

その他 － 420

特別損失合計 4,845 40,508

税引前四半期純利益 50,923 17,155

法人税、住民税及び事業税 41,920 25,552

法人税等調整額 △21,104 △3,988

法人税等合計 20,815 21,563

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,108 △4,407



（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 50,923 17,155

減価償却費 60,718 50,182

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61 444

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,403 △54,908

工事損失引当金の増減額（△は減少） 15,710 2,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,740 △69,329

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,192 813

受取利息及び受取配当金 △787 △986

支払利息 1,787 1,287

有形固定資産売却損益（△は益） － △9

有形固定資産除却損 4,845 33

減損損失 － 7,159

売上債権の増減額（△は増加） 202,640 △49,397

前渡金の増減額（△は増加） 6,857 △8,810

たな卸資産の増減額（△は増加） 143,355 △50,950

仕入債務の増減額（△は減少） △381,304 146,184

未払金の増減額（△は減少） △8,471 20,189

未払費用の増減額（△は減少） 96,332 94,062

長期未払金の増減額（△は減少） － 30,926

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,895

その他 △17,130 26,008

小計 142,069 195,383

利息及び配当金の受取額 1,374 1,015

利息の支払額 △1,753 △1,283

法人税等の支払額 △105,195 △14,631

長期預り金の返還による支払額 － △880

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,494 179,602

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △718 △718

投資有価証券の売却による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,692 △131

有形固定資産の売却による収入 － 9

無形固定資産の取得による支出 △1,511 △2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 88,077 △3,340

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △5,301 △4,612

配当金の支払額 △28,035 △28,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,336 △32,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,235 143,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,140,141 1,375,282

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,231,377 1,518,896



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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