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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 3,677 2.1 △3 ― △30 ― △22 ―

22年3月期第2四半期 3,601 △13.8 15 ― △14 ― △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2四半期 △3.16 ―

22年3月期第2四半期 △1.03 ―

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2四半期 8,797 2,242 25.5 312.39
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2四半期  2,242百万円 22年3月期  2,347百万円

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  
 

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 8,500 △1.7 230 △38.9 170 △46.3 100 △47.4 13.93



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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2Q 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2Q  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2Q 7,180,288株 22年3月期2Q 7,180,642株

※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いません。 

※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、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。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、中国やアジアを中心とした新興国の景気回復に伴う生産及び輸出
の増加や政府による景気刺激策の効果等により、景況感に緩やかな改善の兆しが見られました。その一方
で、海外経済の減速や景気刺激効果の一巡、円高や株価低迷の進行・長期化等の影響も懸念され、景気の
先行きは、依然として不透明な状況が続いております。 
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、期初から営業活動強化に努

めたこともあり、主要顧客である民間製造業の受注は相応に回復傾向となり、売上高は、前年同四半期比
で７５百万円増の３６億７７百万円となりました。 
一方、利益面では、引き続き生産効率の向上や製造経費削減に積極的に取り組みましたが、新製品開発

に伴う減価償却負担増などもあり、売上総利益は１０億９３百万円と、前年同四半期比で２０百万円の増
加に止まりました。 
また、販売費及び一般管理費については、諸経費削減を継続実施したものの、国内外の営業活動強化に

伴う支出増などから、全体としては、前年同四半期比で３９百万円の増加となりました。 
この結果、営業損失３百万円（前年同四半期は１５百万円の利益）、経常損失３０百万円（前年同四半

期は１４百万円の損失）、税引後四半期純損失２２百万円（前年同四半期は７百万円の純損失）となりま
した。 

  

当第２四半期末の総資産は、前事業年度末に比べて、４億７５百万円減少の８７億９７百万円、負債
合計は３億７０百万円減少の６５億５４百万円となり、純資産は１億４百万円減少の２２億４２百万円
となりました。この結果、当第２四半期末時点での自己資本比率は２５.５％となりました。 

  

当第２四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６百万円
減少し、４億６３百万円となりました。 

当第２四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、１億１２百万円（前年同四半期は、得られた資金が７５百万円）
となりました。これは主に、税引前四半期純損失３０百万円、減価償却費２億１５百万円、売上債権
の減少４億６１百万円、仕入債務の減少４億１８百万円、たな卸資産の増加１億６１百万円、法人税
等の支払額７２百万円、未払費用の減少４８百万円、利息の支払額３８百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、５５百万円（前年同四半期は、使用した資金が９８百万円）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５４百万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、１億６０百万円（前年同四半期は、使用した資金が１億２３百万
円）となりました。これは主に、短期借入金の純増額６億７５百万円、長期借入金の返済による支出
２億７７百万円、社債の償還による支出１億６６百万円、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通期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

（株）重松製作所（7980）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－2－



① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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２四半期会計期間末の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） 

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,213,867 1,220,860

受取手形及び売掛金 2,012,943 2,479,837

商品及び製品 1,340,828 1,270,874

仕掛品 146,864 135,295

原材料及び貯蔵品 699,103 618,963

その他 193,719 158,593

貸倒引当金 △1,867 △2,534

流動資産合計 5,605,458 5,881,892

固定資産   

有形固定資産 2,584,117 2,730,649

無形固定資産 59,841 73,234

投資その他の資産 548,347 587,393

固定資産合計 3,192,306 3,391,277

資産合計 8,797,765 9,273,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,661,072 2,080,043

短期借入金 1,175,000 500,000

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 233,800 303,800

賞与引当金 136,317 131,776

その他 188,971 359,329

流動負債合計 3,951,156 3,930,944

固定負債   

社債 675,200 772,100

長期借入金 1,267,181 1,545,179

その他の引当金 391,630 397,409

その他 269,606 280,083

固定負債合計 2,603,618 2,994,771

負債合計 6,554,775 6,925,716
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,307,271 1,383,821

自己株式 △10,091 △9,856

株主資本合計 2,139,757 2,216,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 103,233 130,910

評価・換算差額等合計 103,233 130,910

純資産合計 2,242,990 2,347,453

負債純資産合計 8,797,765 9,273,170
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,601,633 3,677,043

売上原価 2,528,091 2,583,120

売上総利益 1,073,542 1,093,922

販売費及び一般管理費 1,057,915 1,097,593

営業利益又は営業損失（△） 15,626 △3,670

営業外収益   

受取利息 1,364 740

受取賃貸料 4,851 4,993

受取配当金 8,311 7,584

その他 5,899 7,116

営業外収益合計 20,426 20,434

営業外費用   

支払利息 38,992 37,456

手形売却損 7,126 4,951

その他 4,209 4,954

営業外費用合計 50,328 47,361

経常損失（△） △14,276 △30,597

特別利益   

貸倒引当金戻入額 573 672

その他 13,762 －

特別利益合計 14,335 672

特別損失   

固定資産除却損 1,793 188

特別損失合計 1,793 188

税引前四半期純損失（△） △1,733 △30,114

法人税、住民税及び事業税 3,300 5,359

法人税等調整額 2,340 △12,777

法人税等合計 5,640 △7,418

四半期純損失（△） △7,374 △22,695
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △1,733 △30,114

減価償却費 180,306 215,889

固定資産除却損 1,793 188

貸倒引当金の増減額（△は減少） △573 △672

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,821 4,541

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,680 △5,778

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 △9,675 △8,324

支払利息 38,992 37,456

手形売却損 7,126 4,951

売上債権の増減額（△は増加） 685,061 461,943

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） △256,895 △161,661

仕入債務の増減額（△は減少） △619,044 △418,970

未払費用の増減額（△は減少） △3,946 △48,707

その他 44,737 △60,973

小計 106,946 △10,232

利息及び配当金の受取額 10,156 8,850

利息の支払額 △38,011 △38,181

法人税等の支払額 △3,483 △72,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,607 △112,221

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 －

有形固定資産の取得による支出 △120,190 △54,256

無形固定資産の取得による支出 △3,348 △1,260

投資有価証券の取得による支出 △75,000 －

貸付けによる支出 － △2,230

貸付金の回収による収入 12,054 1,945

投資その他の資産の増減額（△は増加） 107,521 289

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,962 △55,512

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） 225,000 675,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △12,642 △15,271

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 △232,998 △277,998

社債の償還による支出 △166,900 △166,900

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 △123,443 160,740
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △146,797 △6,993

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 323,091 463,767
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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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