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

（注）21年３月期第２四半期につきましては、連結として開示していたため、記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第2四半期 3,352 ― 169 ― 228 ― 132 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 9.19 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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 8,795 2,481 28.2 171.85
21年3月期 9,012 2,371 26.3 164.22

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,481百万円 21年3月期  2,371百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 8,431 △5.8 123 ― 233 ― 64 ― 4.43
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4.  その他 

(1) 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  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。 

(2) 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（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もの） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第2四半期 14,520,000株 21年3月期  14,520,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  79,728株 21年3月期  78,132株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 14,440,987株 21年3月期第2四半期 14,450,291株

※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予想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。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、景気は持ち直してきているものの、自律性に乏し

く、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。企業収益が大幅に減少し、先行き不

透明感が高いなかで、企業の設備投資計画においても、大幅な減少が見込まれている状況です。  

  このような市場環境の中、当社の第２四半期累計期間の売上高は、大型プロジェクト、たばこ関連機

械はおおむね計画線を確保したものの、包装機械、古紙圧縮梱包機等は設備導入や更新を控えるお客様

の増加により低調に推移し、33億５千２百万円と前年同四半期累計期間比６億３千８百万円（同16.0％

減）の減収となりました。  

  一方、利益面では、大型プロジェクトの開発費負担の減少や、各種経費削減策、生産性向上の取り組

みにより、営業利益１億６千９百万円（前年同四半期累計期間比４億２百万円増）、経常利益２億２千

８百万円（前年同四半期累計期間比３億６千１百万円増）、四半期純利益１億３千２百万円（前年同四

半期累計期間比４億４千５百万円増）と増益になりました。  

  

  

流動資産は、前事業年度末に比べて4.2％減少し、46億５千５百万円となりました。これは、現金及

び預金が２億１千３百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が２億２千４百万円、有価証券が１

億円それぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて0.4％減少し、41億４千万円となりました。これは、投資有価証

券が５千８百万円増加したのに対し、繰延税金資産が２千４百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて2.4％減少し、87億９千５百万円となりました。 
  

流動負債は、前事業年度末に比べて5.9％減少し、52億６千２百万円となりました。これは、短期借

入金が３億８千２百万円増加したのに対し、支払手形及び買掛金が３億４千３百万円、前受金が５億３

千６百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて0.5％増加し、10億５千１百万円となりました。これは、リース

債務が４百万円減少したのに対し、退職給付引当金が９百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて4.9％減少し、63億１千３百万円となりました。 

  

純資産合計は、前事業年度末に比べて4.6％増加し、24億８千１百万円となりました。これは、利益

剰余金が７千４百万円、その他有価証券評価差額金が３千５百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

  

業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想に変

更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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) 資産

(2) 負債

(3) 純資産

3. 業績予想に関する定性的情報
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簡便な会計処理 

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 

 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額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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

等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。 

  

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
① 税金費用の計算 

 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

①  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期会計期間より適用

し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響はあり

ません。 

  

4. その他

(1) 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

(2) 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
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5.【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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,047,154 833,343

受取手形及び売掛金 1,424,975 1,649,554

有価証券 － 100,000

商品及び製品 249,250 332,270

仕掛品 1,789,817 1,765,801

原材料及び貯蔵品 11,798 12,665

繰延税金資産 87,912 87,912

その他 71,966 94,916

貸倒引当金 △27,706 △18,628

流動資産合計 4,655,169 4,857,834

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,665,737 1,665,060

減価償却累計額 △1,227,643 △1,211,961

建物（純額） 438,093 453,099

構築物 227,794 227,794

減価償却累計額 △195,232 △193,211

構築物（純額） 32,561 34,583

機械及び装置 2,210,354 2,218,554

減価償却累計額 △1,985,866 △1,963,768

機械及び装置（純額） 224,488 254,786

車両運搬具 44,369 44,369

減価償却累計額 △42,727 △42,373

車両運搬具（純額） 1,641 1,995

工具、器具及び備品 317,825 321,031

減価償却累計額 △298,969 △300,745

工具、器具及び備品（純額） 18,856 20,285

土地 1,496,754 1,496,754

リース資産 37,163 34,644

減価償却累計額 △8,599 △4,664

リース資産（純額） 28,564 29,979

有形固定資産合計 2,240,960 2,291,485

無形固定資産 105,749 118,353

投資その他の資産   

投資有価証券 811,422 752,890

関係会社株式 14,093 14,093

繰延税金資産 315,033 339,114

その他 653,295 643,127

貸倒引当金 △303 △4,102

投資その他の資産合計 1,793,542 1,745,125

固定資産合計 4,140,252 4,154,964

資産合計 8,795,422 9,012,798
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,075,164 1,419,103

短期借入金 1,810,301 1,427,740

1年内返済予定の長期借入金 150,000 150,000

リース債務 11,749 10,910

未払法人税等 105,421 12,170

前受金 1,707,287 2,244,233

賞与引当金 174,591 52,888

品質保証引当金 99,807 148,529

その他 127,768 129,388

流動負債合計 5,262,091 5,594,964

固定負債   

リース債務 31,881 35,936

退職給付引当金 904,313 894,464

その他 115,647 115,812

固定負債合計 1,051,842 1,046,213

負債合計 6,313,933 6,641,178

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 919,011 844,035

自己株式 △15,600 △15,406

株主資本合計 2,313,692 2,238,909

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 167,796 132,709

評価・換算差額等合計 167,796 132,709

純資産合計 2,481,488 2,371,619

負債純資産合計 8,795,422 9,012,798
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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）

当第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) 

売上高 3,352,864

売上原価 2,457,854

売上総利益 895,009

販売費及び一般管理費 725,646

営業利益 169,362

営業外収益  

受取利息 364

受取配当金 16,707

受取賃貸料 97,453

雑収入 14,181

営業外収益合計 128,706

営業外費用  

支払利息 12,029

投資有価証券評価損 1,630

貸倒引当金繰入額 13,956

不動産賃貸費用 36,058

雑支出 6,155

営業外費用合計 69,829

経常利益 228,239

特別利益  

固定資産売却益 300

貸倒引当金戻入額 2,645

特別利益合計 2,945

特別損失  

固定資産除却損 20

特別損失合計 20

税引前四半期純利益 231,164

法人税等 98,421

四半期純利益 132,743
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該当事項はありません。 

  

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
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「参考」四半期連結財務諸表

 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） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,868,379 

売上原価 3,985,185 

売上総利益 883,193 

販売費及び一般管理費 925,763 

営業損失（△） △42,569 

営業外収益 

受取利息 5,467 

受取配当金 18,972 

受取賃貸料 74,295 

その他 34,900 

営業外収益合計 133,635 

営業外費用 

支払利息 19,495 

投資有価証券評価損 1,089

不動産賃貸費用 32,689 

その他 3,178 

営業外費用合計 56,452

経常利益 34,613

特別利益 

前期損益修正益 700 

特別利益合計 700 

特別損失 

固定資産売却損 30 

固定資産除却損 49,347 

投資有価証券評価損 13,403

たな卸資産廃棄損 16,763 

その他 641 

特別損失合計 80,185

税金等調整前四半期純損失（△） △44,871

法人税等 181,717

少数株主利益 67,799

四半期純損失（△） △294,388
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