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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第1四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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1四半期 682 16.5 168 △5.8 518 △2.5 381 △3.3

22年３月期第1四半期 586 △30.5 178 △19.9 532 2.5 394 4.2

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 34.68 ─

22年３月期第1四半期 35.88 ─

 (2) 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 18,234 16,162 88.6 1,468.92

22年３月期 19,409 16,130 83.1 1,466.00

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 16,162百万円 22年３月期 16,130百万円

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 ─ ─ ─ 25. 00 25. 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) ─ ─ 20. 00 20. 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、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) 1,361 0.0 280 △21.3 644 △11.7 494 △3.5 44.94
通期 2,456 △2.3 545 △16.5 933 △11.7 665 △20.3 60.45

keiri1
FASF会員マーク



 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  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は終了

しております。 

  

（※ 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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(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

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 11,028,869株 22年３月期 11,028,869株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 25,993株 22年３月期 25,813株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,002,996株 22年３月期１Ｑ 11,004,063株

（※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示）
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当第１四半期会計期間における我が国経済は、アジア向け輸出の伸長等により緩やかな回復傾向にあ

るものの、個人消費は低迷し雇用環境も依然として厳しく、引き続き厳しい状況となりました。 

このような中、当社製造事業におきましては、大幅な受注の落ち込みにより航空機部品、暖房機、食

器洗浄機の売上高は減少しましたが、製紙装置の売上高が大幅に増加しましたので、製品売上高は

253,566千円(前年同期比64.9％増)となりました。 

一方、不動産賃貸事業におきましては、一部テナントの解約がありましたので不動産賃貸収入は

429,366千円(同0.7％減)となりました。 

この結果、当第１四半期会計期間における会社全体の売上高は682,933千円(同16.5％増)となり、営

業利益は売上原価の増加により168,374千円(同5.8％減)、経常利益は518,962千円(同2.5％減)となり四

半期純利益は381,601千円(同3.3％減)となりました。 

  

①財政状態の分析 

第１四半期会計期間末における流動資産は9,526,036千円(前期比862,106千円減)となりました。これ

は、主として現金及び預金が742,181千円減少したこと、受取手形及び売掛金が89,712千円減少したこ

と等によるものであります。 

 固定資産は8,708,740千円(同312,651千円減)となりました。これは、主として投資有価証券が

408,445千円減少したこと、長期預金が100,000千円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、資産合計は18,234,777千円(同1,174,758千円減)となりました。 

 流動負債は632,382千円(同1,224,698千円減)となりました。これは、主として未払法人税等が

1,191,621千円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は1,440,038千円(同18,084千円増)となりました。これは、主として資産除去債務が11,764

千円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、負債合計は2,072,420千円(同1,206,613千円減)となりました。 

 純資産合計は16,162,356千円(同31,855千円増)となりました。これは、主として利益剰余金が

106,524千円増加したこと、その他有価証券評価差額金が73,607千円減少したこと等によるものであり

ます。 

②キャッシュ・フローの状況  

第１四半期会計期間における現金及び現金同等物の減少額は642,181千円となり、前年同期に比べ

372,101千円(前年同期比137.8％)の減少となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは645,773千円の支出となりました（前年同期は638,107千円の収

入）。これは、売上債権の増減額が前年同期に比べ45,872千円減少したこと、前事業年度決算に基づく

法人税等の支払額が前年同期に比べ1,274,710千円(同―％)増加したこと等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは269,345千円の収入となりました(前年同期は695,762千円の支

出)。これは、国債の満期償還による収入があったこと、有形固定資産の取得による支出が減少したこ

と等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは265,752千円の支出となり、前年同期に比べ53,327千円(同

25.1％)増加しました。これは、普通配当に加え記念配当を行ったことに伴い増配したこと等によるも

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
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のであります。 

  

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年5月13日に公表いたしました第2四半期累計期間

及び通期の業績予想の数値から変更はございません。 

  

1.簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

2.特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当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。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第1四半期会計期間から、「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。 

これにより、税引前四半期純利益は11,764千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は11,764千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（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 7,601,644 8,343,825

受取手形及び売掛金 343,564 433,276

有価証券 1,301,541 1,301,363

仕掛品 97,956 134,403

原材料及び貯蔵品 831 901

その他 181,876 176,063

貸倒引当金 △1,379 △1,691

流動資産合計 9,526,036 10,388,143

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,710,329 2,745,806

その他（純額） 314,984 311,365

有形固定資産合計 ＊1 3,025,313 ＊1 3,057,171

無形固定資産 1,915 1,429

投資その他の資産

投資有価証券 1,459,910 1,868,356

長期預金 3,300,000 3,200,000

その他 923,171 896,035

貸倒引当金 △1,570 △1,600

投資その他の資産合計 5,681,511 5,962,791

固定資産合計 8,708,740 9,021,392

資産合計 18,234,777 19,409,535

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 137,612 129,156

未払法人税等 100,982 1,292,604

受注損失引当金 62,432 47,236

その他 ＊2 331,354 388,083

流動負債合計 632,382 1,857,080

固定負債

退職給付引当金 197,519 191,201

環境対策引当金 1,036,800 1,036,800

資産除去債務 11,764 －

その他 193,955 193,952

固定負債合計 1,440,038 1,421,954

負債合計 2,072,420 3,279,034

新立川航空機㈱　(5996)　平成23年3月期　第1四半期決算短信(非連結)

4



（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)

純資産の部

株主資本

資本金 551,443 551,443

資本剰余金 68,035 68,035

利益剰余金 15,487,567 15,381,042

自己株式 △43,720 △42,658

株主資本合計 16,063,325 15,957,862

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 99,031 172,638

評価・換算差額等合計 99,031 172,638

純資産合計 16,162,356 16,130,501

負債純資産合計 18,234,777 19,409,535
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（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

製品売上高 153,812 253,566

不動産賃貸収入 432,364 429,366

売上高合計 586,176 682,933

売上原価

製品売上原価 177,848 255,763

不動産賃貸原価 167,755 179,540

売上原価合計 345,604 435,304

売上総利益 240,572 247,629

販売費及び一般管理費

役員報酬 21,469 26,250

従業員給料及び賞与 12,379 14,301

業務委託費 13,564 24,110

その他 14,426 14,592

販売費及び一般管理費合計 61,840 79,255

営業利益 178,732 168,374

営業外収益

受取利息 10,399 8,576

受取配当金 339,806 341,946

その他 3,116 66

営業外収益合計 353,322 350,588

経常利益 532,054 518,962

特別利益

貸倒引当金戻入額 325 341

特別利益合計 325 341

特別損失

固定資産除却損 － 405

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,764

特別損失合計 － 12,169

税引前四半期純利益 532,380 507,135

法人税等 137,567 125,534

四半期純利益 394,813 381,601
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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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 532,380 507,135

減価償却費 68,927 53,514

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） △325 △341

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,505 15,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,818 6,317

前払年金費用の増減額（△は増加） － 7,446

受取利息及び受取配当金 △350,206 △350,522

固定資産除却損 － 405

売上債権の増減額（△は増加） 119,485 73,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,832 36,516

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,787 3,243

仕入債務の増減額（△は減少） △110,401 8,512

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,758 △789

未収消費税等の増減額（△は増加） 54,359 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,570 △66,238

預り保証金の増減額（△は減少） 231 3

小計 313,422 305,774

利息及び配当金の受取額 350,693 349,170

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △26,007 △1,300,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 638,107 △645,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 200,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △489,258 △29,598

有形固定資産の除却による支出 △5,530 △544

無形固定資産の取得による支出 △698 △512

投資有価証券の取得による支出 △300,276 －

定期預金の増減額（△は増加） △100,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △695,762 269,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2,301 △1,062

配当金の支払額 △210,123 △264,690

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,424 △265,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,079 △642,181

現金及び現金同等物の期首残高 5,539,216 6,943,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,269,136 6,301,644
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該当事項はありません。 

  

当社の報告セグメントは、当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及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。 

当社は、取り扱う製品・サービス別に各種産業機械を製造・販売している事業部門と、テナント各

社に賃貸している不動産部門を置き、各部門は成長戦略を策定し事業活動を展開しております。  

従って、当社は各部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「製造事

業」及び「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとしております。  

  

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） 

 
(注) 製造事業の主な製品は、航空機部品、製紙装置、暖房機、食器洗浄機であります。 

  

 
(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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) セグメント情報等

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

製造事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 253,566 429,366 682,933

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ ─ ─

     計 253,566 429,366 682,933

セグメント利益又は損失（△） △17,956 186,546 168,590

3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 168,590

全社費用(注) △216

四半期損益計算書の営業利益 168,374

4.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
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当第１四半期会計期間から、「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）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

(追加情報)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他注記情報

(四半期貸借対照表関係)

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 
(平成22年３月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

4,538,617千円

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

4,485,410千円

※２        ―――――

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 

 現金及び現金同等物の当第１四半期累計期間末残高と

当第１四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係         (平成21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 5,669,136千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

400,000 〃

現金及び現金同等物 5,269,136千円
 

 現金及び現金同等物の当第１四半期累計期間末残高と

当第１四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係         (平成22年６月30日現在)

現金及び預金勘定 7,601,644千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

1,300,000 〃

現金及び現金同等物 6,301,644千円

(持分法損益等)

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)

 

関連会社に対する投資の金額 886,898千円

持分法を適用した場合の投資の金額 20,345,482 〃

持分法を適用した場合の 
投資利益の金額

388,677 〃

関連会社に対する投資の金額 865,453千円

持分法を適用した場合の投資の金額 19,633,686 〃

持分法を適用した場合の
投資利益の金額

298,983 〃
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当第１四半期会計期間における製造事業セグメントの生産実績を示すと、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ます。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における製造事業セグメントの受注状況を示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

製造事業

 航空機部品 70,149 △31.1

 製紙装置 165,214 ─

 暖房機 6,378 △81.7

 食器洗浄機 11,376 △47.1

 その他 448 △2.3

合計 253,566 58.4

② 受注状況

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

製造事業

 航空機部品 58,974 △37.4 55,374 △4.8

 製紙装置 1,937 △98.9 90,173 △75.4

 暖房機 15,685 ─ 125,487 41.4

 食器洗浄機 11,775 ─ 97,798 199.9

 その他 448 △2.3 ─ ─

合計 88,820 △58.4 368,834 △32.4
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当第１四半期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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

平成21年6月24日開催の当社第75回定時株主総会における取締役8名の選任決議に関し、株主であるロイ

ヤル バンク オブ カナダ トラスト カンパニー（ケイマン）リミテッド及びエフィッシモ キャピタル

マネージメント ピーティーイー エルティーディーが当社を被告として平成21年9月18日付けで、東京地

方裁判所において上記決議の取消しを求めて訴訟を提起し、現在係争中であります。 

  

  

  

  

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製造事業

 航空機部品 70,149 △31.1

 製紙装置 165,214 ─

 暖房機 6,378 △77.7

 食器洗浄機 11,376 △47.1

 その他 448 △2.3

 小計 253,566 64.9

不動産賃貸事業 429,366 △0.7

合計 682,933 16.5

(2) 訴訟
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