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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第2四半期 10,686 △30.7 110 △85.4 23 △96.5 △222 ―
21年3月期第2四半期 15,412 ― 757 ― 685 ― 317 ―

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

22年3月期第2四半期 △11.30 ―
21年3月期第2四半期 16.13 ―

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

22年3月期第2四半期 27,711 12,927 39.4 554.41
21年3月期 30,273 13,024 36.4 559.63

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,905百万円 21年3月期  11,007百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 3.75
22年3月期 

（予想）
― 3.75 7.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 26,000 △18.7 600 △64.7 500 △59.8 208 241.0 10.57
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。 
２．平成21年３月第２四半期の連結経営成績は、当社の株式移転完全子会社である川口金属工業株式会社の連結決算数値を掲載しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 20,000,000株 21年3月期  20,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  330,172株 21年3月期  329,999株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 19,669,893株 21年3月期第2四半期 19,670,978株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の我が国経済につきましては、景気刺激策

の効果が表れ、在庫調整が進むなど一部には持ち直しの動きがみえるものの、依然として設備投資が低水準であ

り、為替についても円高が進行するなど、依然として先行きの見通しがたてにくい不透明な状況にあります。 

このような情勢のもと、当社グループといたしましては、新製品開発、生産能力向上、高機能製品拡販などの活

動を積極的に展開いたしました。しかしながら、急激な需要の落ち込みをカバーしきれずに受注が低迷し、売上高

は10,686百万円（前年同期比30.7％減）となりました。 

 損益面では、固定費削減の徹底や、生産効率化をすすめました結果、経常利益は23百万円（前年同期比96.5％

減）となりました。在庫評価の見直しや、円高の影響による為替予約の評価損を計上いたしました結果、四半期純

損失は222百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（素形材事業） 

民間設備投資の大幅減により、自動車、建設機械、工作機械など各需要家からの受注が低迷いたしました結

果、売上高は2,312百万円（前年同期比61.1%減）となりました。 

（土木建築機材事業） 

前年度から繰り越された物件が売上に寄与し、高付加価値製品の販売も順調に推移した結果、売上高は6,742

百万円（前年同期比7.3％増）となりました。 

（産業機械事業） 

自動車関連の需要が頭打ちとなり、射出成型機の受注が減少いたしました。建設機械向けの油圧シリンダーも

低迷した結果、売上高は1,393百万円（前年同期比54.7％減）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

 商業施設が昨年末より開業したことにより、売上高は239百万円（前年同期比110.3％増）となりました。 

 ※前年同期の対比は、当社の株式移転完全子会社である川口金属工業㈱の数値と対比しております。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間末における総資産は 百万円であり、主な内訳は受取手形及び売掛金 百万

円、有形固定資産 百万円、投資有価証券 百万円であります。負債は 百万円であり、主な内訳は支払

手形及び買掛金 百万円、長期借入金 百万円であります。純資産は 百万円であり、主な内訳は利益剰

余金 百万円であります。 

  

  

 連結業績予想につきましては、変更はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

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

27,711 6,428

9,767 1,438 14,783

2,926 3,209 12,927

9,493

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  

  

  

 該当事項はありません。 

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

法人税等並びに繰延税金

資産の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除を重要な

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、前連結会計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場合、前連結会

計年度において使用した将来の業績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。 

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

期間按分して算定する方法によっております。 

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,631,300 4,041,505

受取手形及び売掛金 6,428,026 9,076,268

有価証券 2,723 2,721

たな卸資産 4,633,486 5,278,586

未収入金 38,647 151,427

繰延税金資産 56,980 39,949

その他 296,121 157,258

貸倒引当金 △232,543 △286,483

流動資産合計 15,854,743 18,461,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,169,594 3,259,901

機械装置及び運搬具（純額） 2,756,675 2,827,823

工具、器具及び備品（純額） 171,398 187,501

土地 3,668,253 3,669,343

建設仮勘定 1,773 4,553

有形固定資産合計 9,767,694 9,949,122

無形固定資産   

無形固定資産合計 205,244 194,674

投資その他の資産   

投資有価証券 1,438,122 1,302,945

長期貸付金 3,866 4,803

繰延税金資産 180,872 136,651

破産更生債権等 967,746 973,185

その他 284,929 248,437

貸倒引当金 △991,683 △997,189

投資その他の資産合計 1,883,853 1,668,835

固定資産合計 11,856,792 11,812,632

資産合計 27,711,536 30,273,866
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,926,881 4,311,952

短期借入金 1,955,000 1,575,000

1年内償還予定の社債 172,800 172,800

1年内返済予定の長期借入金 2,309,382 3,710,776

未払法人税等 397,178 133,088

未払消費税等 111,817 138,755

未払費用 318,432 198,805

繰延税金負債 2,208 4,295

賞与引当金 172,103 215,112

役員賞与引当金 9,954 26,950

その他 442,585 538,834

流動負債合計 8,818,342 11,026,370

固定負債   

社債 1,104,400 1,190,800

長期借入金 3,209,908 3,317,264

繰延税金負債 129,959 116,029

退職給付引当金 778,804 826,928

役員退職慰労引当金 338,775 358,042

負ののれん 5,116 6,822

その他 398,370 406,720

固定負債合計 5,965,334 6,222,607

負債合計 14,783,676 17,248,977

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 688,042 688,042

利益剰余金 9,493,480 9,815,768

自己株式 △63,721 △63,582

株主資本合計 10,617,801 10,940,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 246,846 124,509

繰延ヘッジ損益 △6,593 △11,689

為替換算調整勘定 47,108 △45,127

評価・換算差額等合計 287,361 67,691

少数株主持分 2,022,696 2,016,968

純資産合計 12,927,859 13,024,889

負債純資産合計 27,711,536 30,273,866
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,686,636

売上原価 8,713,184

売上総利益 1,973,452

販売費及び一般管理費 1,862,945

営業利益 110,506

営業外収益  

受取利息 2,647

受取配当金 15,286

負ののれん償却額 1,705

受取賃貸料 1,579

為替差益 13,163

助成金収入 67,236

その他 37,212

営業外収益合計 138,831

営業外費用  

支払利息 69,155

持分法による投資損失 7,258

デリバティブ評価損 119,037

その他 29,960

営業外費用合計 225,411

経常利益 23,926

特別利益  

固定資産売却益 12

投資有価証券売却益 310

貸倒引当金戻入額 50,139

賞与引当金戻入額 16,828

役員退職慰労引当金戻入額 4,681

その他 1,031

特別利益合計 73,004

特別損失  

固定資産処分損 4,406

投資有価証券評価損 4,999

特別損失合計 9,406

税金等調整前四半期純利益 87,525

法人税、住民税及び事業税 398,012

法人税等調整額 △65,309

法人税等合計 332,703

少数株主損失（△） △22,888

四半期純損失（△） △222,289
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  15,411

Ⅱ 売上原価  12,461

売上総利益  2,950

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,193

営業利益  757

Ⅳ 営業外収益  78

Ⅴ 営業外費用  150

経常利益  685

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  403

税金等調整前中間純利益  282

法人税、住民税及び事業
税 

 252

法人税等調整額  △444

少数株主利益  156

中間純利益  317

    

６．その他の情報
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