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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 4,228 94.8 129 95.4 112 103.6 82 ―

20年3月期第1四半期 2,170 ― 66 ― 55 ― △44 ―

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

21年3月期第1四半期 4.02 ―

20年3月期第1四半期 △2.14 ―

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

21年3月期第1四半期 18,992 4,357 22.9 211.71
20年3月期 19,144 4,359 22.8 211.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,357百万円 20年3月期  4,359百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 8,250 △24.2 210 △71.0 187 △73.1 100 △86.4 4.85
通期 21,200 △1.9 800 △5.2 710 △11.6 445 △42.5 21.60

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、３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） 

［(注) 詳細は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。］  

(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 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
 

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） 21年3月期第1四半期  20,600,000株 20年3月期  20,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,367株 20年3月期  19,210株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,580,712株 20年3月期第1四半期  20,580,966株
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【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 

 当第１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰が続き、サブプライムローン問題に端を発す

る米国経済の減速感などから、設備投資や個人消費の低迷などが見られ、景気減速感が強まって参りました。 

 当社グループの業績に大きな影響を与える設備投資についても、同様の理由により、設備投資の抑制など先

行きの不透明感が増してきております。 

 このような経済情勢のなか当社グループは、中長期的な視野を持った経営的な取組みとして３つの基盤（①

開発・技術の基盤 ②顧客・営業基盤 ③組織基盤）を継続的に維持向上させていくべく推進し、市場での受

注・売上の確保等に全力を挙げて取り組んでまいりました。その結果、当第１四半期の連結売上高は前年同四

半期比ほぼ倍増の 4,228百万円(受注高は 5,063百万円)となりました。一方損益面についても、営業利益 129

百万円、経常利益 112百万円、四半期純利益82百万円と前年同四半期に比べそれぞれ増益とすることができま

した。 

※ 当社グループは、通常の営業形態として、年度末に完成する工事の割合が大きいため、各四半期の生産、

受注及び販売の状況の間に著しい相違があり、四半期毎の業績に季節的変動があります。 

２．連結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 

① 資 産 

 流動資産は12,777百万円と前連結会計年度末に比べ 190百万円の微減(△ 1.5％)となりました。固定資

産は 6,214百万円と前連結会計年度末に比べ38百万円の微増(＋ 0.6％)となりました。この結果総資産は

18,992百万円と前連結会計年度末に比べ151百万円の微減(△ 0.8％)となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が 486百万円減少し、現金及び預金が 180百万円増加したこと等によ

るものであります。 

② 負 債 

 流動負債は11,898百万円と前連結会計年度末に比べ 2百万円の微増(＋ 0.0％)となりました。固定負債

は 2,737百万円と前連結会計年度末に比べ 151百万円の微減(△ 5.2％)となりました。この結果負債合計

は14,635百万円と前連結会計年度末に比べ 149百万円の微減(△ 1.0％)となりました。 

 これは主に、運転資金等の需要増により借入金が 837百万円純増し、未払法人税等が 282百万円、前受

金が 312百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

③ 純資産 

 純資産合計は 4,357百万円と前連結会計年度末に比べ 2百円の微減(△ 0.1％)となりました。 

 この結果当第１四半期末の自己資本比率は22.9％となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

 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 335

百万円減少、投資活動により 238百万円減少、財務活動により 755百万円増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ 180百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には 735百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により資金は 335百万円減少致しました。主な増加要因は

売上債権の減少、主な減少要因は前受金の減少、法人税等の支払いであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動により資金は 238百万円減少致しました。主な要因は、固

定資産の取得による支出であります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動により資金は 755百万円増加致しました。主な要因は、短

期借入れによるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、米国経済減速の世界経済への影響、原油・原材料価格のさらなる高騰など、

景気の減速感は一層強まるものと予想されますが、当社グループはさらに基盤の強化を図り、受注・売上の確

保と収益性の向上に努めて参ります。 

 平成20年５月15日に公表した平成21年３月期の連結業績予想につきましては、変更はございません。 

 

　　　　　　　　木村化工機㈱　（6378）　平成２１年３月期　第１四半期決算短信

ー2ー



４．その他 

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

 該当事項はありません 

(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 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計期間末の実地

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おります。 

 また、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。 

② 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ので、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。 

③ 税金費用の計算 

 当連結会計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。 

(2) 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 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

② リース取引に関する会計基準の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間

から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上してお

ります。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に16,980千円計上されており

ますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益には影響はありません。 

③ 追加情報 

 当社グループの機械装置については、従来、耐用年数を13年としておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より耐用年数を８年に短縮いたしました。 

 この変更は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（制定昭和40年３月31日大蔵省令第15号 最

終改定平成20年４月30日財務省令第32号）を適用したことによるものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 1百万円減少しておりま

す。 

 また、セグメント情報につきましては、従来の方法に比較して、化学機械装置関連事業は営業利益が 

 1百万円減少し、原子力機器関連事業は営業損失が 0百万円増加しております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 735 555

受取手形及び売掛金 8,830 9,317

原材料及び貯蔵品 21 35

仕掛品 2,644 2,716

繰延税金資産 209 210

その他 344 192

貸倒引当金 △8 △58

流動資産合計 12,777 12,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 875 894

機械装置及び運搬具（純額） 139 150

工具、器具及び備品（純額） 70 77

土地 3,674 3,674

リース資産（純額） 16 －

建設仮勘定 67 15

有形固定資産合計 4,843 4,811

無形固定資産 127 115

投資その他の資産   

投資有価証券 690 698

繰延税金資産 460 458

その他 98 95

貸倒引当金 △6 △3

投資その他の資産合計 1,243 1,249

固定資産合計 6,214 6,176

資産合計 18,992 19,144

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,425 5,652

短期借入金 4,395 3,444

1年内償還予定の社債 90 90

リース債務 3 －

未払法人税等 84 366

前受金 1,052 1,364

賞与引当金 489 325

その他 358 653

流動負債合計 11,898 11,896
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 347 461

リース債務 14 －

退職給付引当金 915 977

役員退職慰労引当金 174 165

再評価に係る繰延税金負債 1,284 1,284

固定負債合計 2,737 2,888

負債合計 14,635 14,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,030 1,030

資本剰余金 103 103

利益剰余金 1,292 1,291

自己株式 △5 △5

株主資本合計 2,419 2,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41 45

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 1,895 1,895

評価・換算差額等合計 1,937 1,940

純資産合計 4,357 4,359

負債純資産合計 18,992 19,144
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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：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,228

売上原価 3,629

売上総利益 599

販売費及び一般管理費 469

営業利益 129

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 7

受取賃貸料 2

その他 0

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 15

手形売却損 2

その他 9

営業外費用合計 27

経常利益 112

特別利益  

貸倒引当金戻入額 46

特別利益合計 46

特別損失  

投資有価証券売却損 0

その他の投資評価損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 158

法人税等 75

四半期純利益 82
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 158

減価償却費 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46

賞与引当金の増減額（△は減少） 164

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30

工事損失引当金の増減額（△は減少） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 15

為替差損益（△は益） 0

投資有価証券売却損益（△は益） 0

ゴルフ会員権評価損 1

売上債権の増減額（△は増加） 453

たな卸資産の増減額（△は増加） 85

その他の資産の増減額（△は増加） △148

仕入債務の増減額（△は減少） △194

前受金の増減額（△は減少） △312

その他の負債の増減額（△は減少） △83

小計 29

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △362

営業活動によるキャッシュ・フロー △335

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △220

無形固定資産の取得による支出 △13

投資有価証券の取得による支出 0

投資有価証券の売却による収入 1

その他の支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △238

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） 980

長期借入金の返済による支出 △142

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額 △82

財務活動によるキャッシュ・フロー 755

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180

現金及び現金同等物の期首残高 555

現金及び現金同等物の四半期末残高 735
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません 

 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
化学機械装置
関連事業 
(百万円) 

原子力機器 
関連事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,701 527 4,228 ― 4,228

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 3,701 527 4,228 ― 4,228

営業利益又は営業損失(△) 221 △92 129 ― 129

(注) １．事業区分は製品種類別によっております。 

２．各事業の主な製品 

 (1) 化学機械装置関連事業 

   各種蒸発装置・各種晶析装置・洗浄装置・攪拌機・圧力容器タンク等の製作・据付・各種ステンレス・鉄・樹

脂の配管工事等 

 (2) 原子力機器関連事業 

   核燃料輸送容器及び格納装置、燃料再処理関連機器、放射線遮蔽設備、放射性廃棄物処理装置等 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません 
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「参考資料」 

 前四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 科  目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 2,170

Ⅱ 売上原価 1,696

売上総利益 474

Ⅲ 販売費及び一般管理費 408

営業利益 66

Ⅳ 営業外損益 △11

経常利益 55

Ⅴ 特別損益 △113

税金等調整前四半期純利益 △58

税金費用 △14

四半期純利益 △44

 

(注) 前第１四半期連結会計期間につきましては、キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報は開示しておりません。 
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６．その他の情報

（受注、売上及び受注残の状況）

期　　　別　

　品　種　別 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

（ 受 注 高 ）

化 学 機 械 及 び 装 置 1,474 34.2 1,395 27.5 7,715 34.2

鉛 製 品 及 び 工 事 14 0.3 31 0.6 83 0.4

鉄並びにステンレス加工及び工事 2,004 46.5 1,894 37.4 7,218 32.0

各種樹脂加工及びライニング 27 0.6 165 3.3 87 0.4

原 子 力 関 連 機 器 601 13.9 1,446 28.6 6,880 30.5

そ の 他 192 4.5 130 2.6 575 2.5

合　　　　　計 4,315 100.0 5,063 100.0 22,561 100.0

（ 売 上 高 ）

化 学 機 械 及 び 装 置 588 27.3 1,863 44.1 10,795 49.9

鉛 製 品 及 び 工 事 6 0.3 10 0.2 74 0.4

鉄並びにステンレス加工及び工事 1,293 59.9 1,621 38.3 7,892 36.5

各種樹脂加工及びライニング 35 1.6 15 0.4 100 0.5

原 子 力 関 連 機 器 194 9.0 527 12.5 2,449 11.3

そ の 他 39 1.9 190 4.5 304 1.4

合　　　　　計 2,157 100.0 4,228 100.0 21,617 100.0

（ 受 注 残 高 ）

化 学 機 械 及 び 装 置 10,796 55.1 6,362 33.1 6,829 37.2

鉛 製 品 及 び 工 事 8 0.1 29 0.2 8 0.1

鉄並びにステンレス加工及び工事 2,547 13.0 1,434 7.5 1,161 6.3

各種樹脂加工及びライニング 19 0.1 165 0.9 14 0.1

原 子 力 関 連 機 器 6,009 30.7 10,952 57.0 10,033 54.6

そ の 他 198 1.0 257 1.3 317 1.7

合　　　　　計 19,580 100.0 19,201 100.0 18,365 100.0

至　平成20年３月31日

前連結会計年度

自　平成19年４月１日 自　平成20年４月１日 自　平成19年４月１日

 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

至　平成19年６月30日 至　平成20年６月30日
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