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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 1,282 24.8 45 ─ 37 ─ 31 ─

22年3月期第1四半期 1,027 △34.3 △112 ─ △115 ─ △171 ─

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 56 ─

22年3月期第1四半期 △13 99 ─

  (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 5,040 802 15.4 63 28

22年3月期 5,003 780 15.2 61 85

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 776百万円 22年3月期 759百万円

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

23年3月期 ─

23年3月期(予想) ─ ─ 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) 2,450 10.7 50 ─ 30 ─ 25 ─ 2. 04

通期 5,060 4.5 125 ─ 85 ─ 73 ─ 5. 95

zaikei
新規スタンプ



 

 
(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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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、四半期決算短信(添付資料)3ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

4.  その他（詳細は、【添付資料】P.4「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) 簡便な会計処理およ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

 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 12,317,000株 22年3月期 12,317,000株

②  期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 44,013株 22年3月期 44,013株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 12,272,987株 22年3月期1Ｑ 12,274,020株
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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、政府による緊急経済対策などから、一部で回復の兆

しが見られるものの、原材料価格の高騰や円高ならびにデフレの進行など、依然として予断を許さない状

況で推移しました。 

セグメント情報にある建設・梱包向けは、新設住宅着工戸数は未だに回復していないものの、そのうち

当社グループの主たる需要分野である木造住宅については、平成22年1-3月の新設住宅着工が101千戸(前

年同期比7％増)と漸く回復の兆しが見え始め、釘の需要もやや上向いてきました。パレット・梱包業界向

けにつきましても、徐々に需要は回復しつつあります。 

一方、電気・輸送機器向けは、電気、ＩＴ関連、自動車業界等の出荷が順調に推移しました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,282百万円(前年同四半期比255百万円増)となりま

した。 

売上原価につきましては、鋼材値上げ前に前倒しで原材料を仕入し、製造使用に充てたため、製造原価

の上昇を抑えることとなりました。また、売上原価率は、前期に実施しました人員削減による労務費等の

コストダウンにより、79.2％(前年同期90.9％)と大幅に低下しました。その結果、売上総利益は266百万

円(前年同四半期比172百万円増)となりました。販売費及び一般管理費は、製造部門の人員を販売部門に

配置換えしたこと等により、前年同期に比べ15百万円増加し、220百万円となりました。この結果、営業

利益は45百万円(前年同四半期112百万円の損失)となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、7百万円の費用計上となり、経常損益は37百万円(前年

同四半期115百万円の損失)となりました。 

以上の結果、税金等調整前四半期純利益は37百万円となり、税金費用等、少数株主利益調整後の第１四

半期連結会計期間の四半期純利益は31百万円(前年同四半期純損失171百万円)となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は5,040百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比37

百万円増)となり、流動資産は2,718百万円(前年度末比80百万円増)、固定資産は2,322百万円(前年度末比

43百万円減)となりました。 

流動資産は、原材料を鋼材高騰に対処すべく前倒しで仕入し、また製品を新製品の出荷に備えて備蓄し

たため、たな卸資産が前年度末に比べ96百万円増加しました。 

固定資産は、有形・無形固定資産の減価償却費40百万円等により、前年度末に比べ43百万円減少しまし

た。 

負債合計は、4,238百万円(前年度末比15百万円増)となり、流動負債が31百万円減少し、固定負債が46

百万円増加しました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金の仕入債務が14百万円、未払消費税等が17百万円減少しました。 

有利子負債(短期借入金、長期借入金)は3,044百万円(前年度末比66百万円増)となりました。これは、

年度資金として長期借入金を175百万円新たに借入し、長期借入金の返済が125百万円であったことなどに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の額は、802百万円となり、前年度末に比べ22百万円増加しまし

た。これは、当第１四半期連結会計期間の四半期純利益が31百万円であったことなどによるものでありま

す。 

この結果、自己資本比率は、前年度末の15.2％から15.4％と微増し、１株当たり純資産は61.85円から

63.28円となりました。 
  
〈キャッシュ・フローの状況〉 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動に

より60百万円、投資活動により26百万円の支出があり、財務活動により66百万円の収入があったこと

により、資金は前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、420百万円となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、60百万円となりました。これは、たな卸資産が96百万円増加し、

仕入債務が14百万円減少したことに対して、税金等調整前四半期純利益37百万円、減価償却費40百万

円等によるものであります。(前第１四半期連結累計期間は76百万円の支出) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動の結果使用した資金は、26百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得に

よる支出によるものであります。(前第１四半期連結累計期間は29百万円の支出) 

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
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動の結果得られた資金は、66百万円となりました。これは、短期借入金の純増17百万円と長

期借入れによる収入が、返済による支出を49百万円上回ったことによるものであります。(前第１四半

期連結累計期間は128百万円の収入) 
  

今後の業績予想につきましては、平成22年5月14日に発表いたしました数値を修正していません。 

当社グループを取り巻く環境は、一部の経済指標で回復の兆しが見られるものの、主たる需要先である

住宅建設業界は、継続的不況から脱却することができず、第2四半期以降も不透明な状況が続くものと思

われます。また、原材料価格が高騰しているにもかかわらず、企業間競争の激化により販売価格に転嫁す

ることができず、厳しい経営環境はここ暫く続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、新製品を開発し、生産量を維持しながら、生

産効率をさらに高めてまいります。また、生産体制の合理化(外注業務の取込み、設備集約・老巧設備の

除却・廃棄、不採算品種の生産停止、人員削減等)を進めるとともに、ＯＥＭ先との連携強化により自社

製品・ＯＥＭ製品のコスト競争力を強化し、販売数量を増やし、シェア拡大を図ってまいります。全社運

動として収益力の改善に努めてまいります。 

以上のような状況により、通期業績予想につきましては、平成23年3月期連結売上高5,060百万円、営業

利益125百万円、経常利益85百万円、当期純利益73百万円を見込んでおります。尚、第2四半期(累計)の業

績予想につきましては、第2四半期の業績の見込みに変化が生じた場合には、速やかにご報告申し上げま

す。 

  

(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。 
  

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな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います。 

  

会計基準等の改正に伴う変更 

(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）および、「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）を適用しています。 

これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ132千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

797千円減少しています。 

  

(表示方法の変更) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「財務

諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しています。

  

当社グループ(当社及び連結子会社)の電気・輸送機器向けは順調な回復基調にありますが、建設・梱

包向けは住宅建設の動向に影響されますので、依然厳しい需要環境にあります。当第１四半期連結会計

期間の営業キャッシュ・フローはマイナスとなりましたが、これは主として鋼材価格の高騰に対処する

ため主原材料の線材を前倒しで仕入したこと、また新製品の出荷に備えて製品を備蓄したことにより、

たな卸資産が一時的に増加したことによるものであります。前連結会計年度の第３・第４四半期連結会

計期間に続き、当第１四半期連結会計期間も営業利益および経常利益を計上しています。しかし、前連

結会計年度において大きな当期純損失を計上したため、金融機関からの資金調達は、依然厳しい状況が

続くものと判断しています。従って、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような状況が解

消したと判断するには未だ到らないと考えています。 

この状況を解消し、また改善するための次の対応策をとっています。 

①金融機関からの資金調達が困難になった場合に備えて、関係会社からの金融支援の約束を継続して

取り付けています。 

②当第２四半期連結会計期間以降に発売予定の新製品の拡販に注力し、また、継続して販管費および

製造コストの低減を図ることにより、営業利益、経常利益の黒字を継続してまいります。 

以上のことにより、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと考えていま

す。 

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：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 430,305 450,116

受取手形及び売掛金 1,253,838 1,246,006

商品及び製品 597,660 558,971

仕掛品 230,015 200,413

原材料及び貯蔵品 195,092 167,017

その他 14,380 17,769

貸倒引当金 △3,107 △2,860

流動資産合計 2,718,183 2,637,435

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 706,678 717,080

機械装置及び運搬具（純額） 552,511 561,468

土地 793,421 793,421

その他（純額） 29,257 31,123

有形固定資産合計 2,081,868 2,103,093

無形固定資産

ソフトウエア 24,586 23,559

その他 26,732 27,578

無形固定資産合計 51,318 51,137

投資その他の資産

投資有価証券 144,788 168,237

その他 58,164 57,471

貸倒引当金 △13,547 △14,209

投資その他の資産合計 189,405 211,499

固定資産合計 2,322,593 2,365,730

資産合計 5,040,777 5,003,166

アマテイ㈱(5952)平成23年3月期第1四半期決算短信

－5－



（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 881,770 896,714

短期借入金 2,046,882 2,048,447

未払法人税等 2,026 3,841

賞与引当金 28,131 35,329

その他 169,185 174,547

流動負債合計 3,127,995 3,158,878

固定負債

長期借入金 997,332 928,993

繰延税金負債 11,651 21,184

退職給付引当金 78,382 95,116

役員退職慰労引当金 20,431 18,875

資産除去債務 2,437 －

固定負債合計 1,110,234 1,064,168

負債合計 4,238,230 4,223,047

純資産の部

株主資本

資本金 615,216 615,216

資本剰余金 40,181 40,181

利益剰余金 106,839 75,304

自己株式 △2,714 △2,714

株主資本合計 759,523 727,988

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,115 31,035

評価・換算差額等合計 17,115 31,035

少数株主持分 25,908 21,094

純資産合計 802,546 780,118

負債純資産合計 5,040,777 5,003,166
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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：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 1,027,197 1,282,353

売上原価 933,639 1,015,904

売上総利益 93,558 266,449

販売費及び一般管理費 205,710 220,782

営業利益又は営業損失（△） △112,151 45,667

営業外収益

受取利息 11 15

受取配当金 1,110 1,600

受取賃貸料 3,150 1,650

技術指導料 581 600

その他 5,398 2,471

営業外収益合計 10,253 6,338

営業外費用

支払利息 11,549 11,820

その他 2,003 2,418

営業外費用合計 13,552 14,238

経常利益又は経常損失（△） △115,451 37,767

特別利益

固定資産売却益 － 79

特別利益合計 － 79

特別損失

固定資産除却損 1,315 173

特別退職金 58,012 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 664

特別損失合計 59,328 838

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（△）

△174,779 37,008

法人税、住民税及び事業税 651 652

法人税等調整額 87 10

法人税等合計 739 662

少数株主損益調整前四半期純利益 － 36,345

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,756 4,810

四半期純利益又は四半期純損失（△） △171,763 31,535
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(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（△）

△174,779 37,008

減価償却費 45,481 40,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,085 △415

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,352 △7,198

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,182 △16,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,000 1,555

受取利息及び受取配当金 △1,122 △1,616

支払利息 11,549 11,820

固定資産売却損益（△は益） － △79

固定資産除却損 1,315 173

売上債権の増減額（△は増加） 140,991 △7,831

たな卸資産の増減額（△は増加） 163,554 △96,364

その他の資産の増減額（△は増加） △5,390 4,425

仕入債務の増減額（△は減少） △294,138 △14,943

その他の負債の増減額（△は減少） 45,318 1,675

その他 15,783 1,871

小計 △45,522 △46,029

利息及び配当金の受取額 1,122 1,616

利息の支払額 △11,806 △11,873

特別退職金の支払額 △16,689 －

法人税等の支払額 △3,346 △4,067

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,242 △60,354

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 △20,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △8,293 △23,658

無形固定資産の取得による支出 △1,332 △2,948

貸付金の回収による収入 138 315

投資その他の資産の増減額（△は増加） △240 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,727 △26,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 180,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △33,500 △62,610

長期借入れによる収入 150,000 175,000

長期借入金の返済による支出 △168,320 △125,616

自己株式の取得による支出 △52 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 128,127 66,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,157 △19,811

現金及び現金同等物の期首残高 535,803 440,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 557,961 420,305
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該当事項はありません。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当

該事業の連結売上高、営業損益の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社および連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入

手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものであります。 

当社グループは、当社が建設・梱包向け、連結子会社では電気・輸送機器向けに釘、ネジ等の線材二

次製品およびその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としています。 

したがって、当社グループは、会社事業体を基礎としたセグメントから構成されており、「建設・梱

包向」、「電気・輸送機器向」の２つを報告セグメントとしています。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

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) 

 
(注) 1 セグメント利益の調整額△48,505千円は、主に当社の管理部門にかかる人件費および経費でありま

す。 

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

(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)を適用しています。 

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

建設・梱包向
電気・輸送
機器向

計 調整額 合計

売上高

  外部顧客への売上高 918,708 363,645 1,282,353 ─ 1,282,353

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

19 1,727 1,746 △1,746 ─

計 918,727 365,372 1,284,099 △1,746 1,282,353

セグメント利益 58,816 35,357 94,173 △48,505 45,667

(6) 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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(注)  この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

4.  (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

（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 416,978 464,993

    受取手形 420,525 438,621

    売掛金 547,982 510,544

    商品及び製品 525,769 491,753

    仕掛品 149,014 143,629

    原材料及び貯蔵品 163,369 142,454

    前払費用 10,798 9,102

    関係会社短期貸付金 115,500 115,500

    未収入金 1,030 1,472

    その他 255 -

    貸倒引当金 △ 3,460 △ 3,188

    流動資産合計 2,347,764 2,314,885

  固定資産

    有形固定資産

      建物 1,281,516 1,279,683

        減価償却累計額 △ 885,858 △ 877,887

        建物（純額） 395,658 401,795

      構築物 195,252 195,252

        減価償却累計額 △ 158,201 △ 157,510

        構築物（純額） 37,050 37,741

      機械及び装置 2,702,853 2,704,498

        減価償却累計額 △ 2,345,496 △ 2,332,832

        機械及び装置（純額） 357,357 371,666

      車両運搬具 64,484 64,484

        減価償却累計額 △ 58,781 △ 58,285

        車両運搬具（純額） 5,703 6,199

      工具、器具及び備品 120,258 120,465

        減価償却累計額 △ 107,354 △ 106,606

        工具、器具及び備品（純額） 12,903 13,859

      土地 587,973 587,973

      建設仮勘定 210 -

      有形固定資産合計 1,396,857 1,419,236

    無形固定資産

      ソフトウエア 20,270 18,938

      施設利用権 22,838 23,683

      電話加入権 2,699 2,699

      無形固定資産合計 45,807 45,321
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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)

    投資その他の資産

      投資有価証券 17,826 22,826

      関係会社株式 125,529 144,016

      出資金 250 250

      従業員に対する長期貸付金 120 195

      破産更生債権等 13,546 14,209

      長期前払費用 2,934 848

      会員権 32,366 32,366

      その他 4,922 5,172

      貸倒引当金 △ 13,547 △ 14,209

      投資その他の資産合計 183,947 205,675

    固定資産合計 1,626,612 1,670,233

  資産合計 3,974,377 3,985,119

負債の部

  流動負債

    支払手形 115,580 129,490

    買掛金 491,020 518,238

    短期借入金 1,818,138 1,814,763

    未払金 60,004 28,047

    未払費用 36,139 32,381

    未払法人税等 886 2,929

    預り金 6,885 6,970

    賞与引当金 16,974 31,933

    設備関係支払手形 5,943 4,865

    設備関係未払金 220 4,053

    その他 11,730 40,853

    流動負債合計 2,563,523 2,614,525

  固定負債

    長期借入金 692,788 620,156

    繰延税金負債 11,705 21,250

    退職給付引当金 56,515 73,259

    役員退職慰労引当金 17,900 16,513

    資産除去債務 2,209 ─

    固定負債合計 781,117 731,178

  負債合計 3,344,641 3,345,704

純資産の部

  株主資本

    資本金 615,216 615,216

    資本剰余金

      資本準備金 40,181 40,181

      資本剰余金合計 40,181 40,181

    利益剰余金

      利益準備金 146,000 146,000

      その他利益剰余金

        繰越利益剰余金 △ 186,044 △ 190,308

      利益剰余金合計 △ 40,044 △ 44,308

    自己株式 △ 2,714 △ 2,714

    株主資本合計 612,639 608,375

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 17,096 31,039

    評価・換算差額等合計 17,096 31,039

  純資産合計 629,736 639,414

負債純資産合計 3,974,377 3,985,119
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(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第１四半期累計期間】(参考) (個別)

（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 822,258 918,727

売上原価 746,360 737,769

売上総利益 75,897 180,957

販売費及び一般管理費 165,425 169,988

営業利益又は営業損失（△） △ 89,528 10,969

営業外収益

  受取利息 539 399

  受取配当金 972 1,324

  受取賃貸料 3,150 1,650

  技術指導料 581 600

  その他 2,600 1,442

  営業外収益合計 7,844 5,415

営業外費用

  支払利息 9,627 8,878

  手形売却損 9 94

  売上割引 1,083 1,770

  その他 250 141

  営業外費用合計 10,971 10,885

経常利益又は経常損失（△） △ 92,654 5,500

特別損失

  固定資産除却損 1,315 173

  特別退職金 58,012 ─

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ─ 638

  特別損失合計 59,328 812

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △ 151,983 4,688

法人税、住民税及び事業税 422 424

法人税等調整額 ─ ─

法人税等合計 422 424

四半期純利益又は四半期純損失（△） △ 152,406 4,263
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当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1 金額は、生産実績は製造原価、仕入実績は仕入価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去

しています。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。 

2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

5. 補足情報 

 

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績及び仕入実績

(単位：千円)

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設・梱包向 771,246 ─

電気・輸送機器向 280,800 ─

合計 1,052,047 ─

(2) 受注実績

(単位：千円)

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設・梱包向 946,636 ─

電気・輸送機器向 341,539 ─

合計 1,288,175 ─

(3) 販売実績

(単位：千円)

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設・梱包向 918,708 ─

電気・輸送機器向 363,645 ─

合計 1,282,353 ─
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