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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年５月期第１四半期の連結業績（平成20年６月１日～平成20年８月31日）

　(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５月期第１四半期 1,030 ─ 153 ─ 221 ─ 50 ─

20年５月期第１四半期 1,119 13.4 161 42.5 131 △10.7 10 △87.0

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５月期第１四半期 5 12 ─

20年５月期第１四半期 1 12 ─

　(2) 連結財政状態

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

21年５月期第１四半期 5,474 1,761 32.2 179 81

20年５月期 5,758 1,871 32.5 191 06
(参考) 自己資本 21年５月期第１四半期 1,761百万円 20年５月期 1,871百万円

2. 配当の状況

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５月期 ─ 8 00 ─ 10 00 18 00

21年５月期 ─

21年５月期(予想) 8 00 ─ 10 00 18 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年６月１日～平成21年５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)

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 2,478 ─ 319 ─ 340 ─ 194 ─ 19 79

通期 5,000 4.6 650 △5.7 700 △12.5 400 21.0 40 79
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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

　 新規 ─社 (社名 )  除外 ─社 (社名 )

　

(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. その他をご覧ください。]

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

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

(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年５月期第１四半期 11,713,000株 20年５月期 11,713,000株

　② 期末自己株式数

21年５月期第１四半期 1,915,877株 20年５月期 1,915,225株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年５月期第１四半期 9,797,449株 20年５月期第１四半期 9,813,898株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
2. 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。
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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、急速に進む原油・原材料価格の急騰、サブプライムローン問題によ
る世界的金融市場の混乱や株価下落等、景気先行きの不透明感から個人消費や設備投資の停滞感が増してま
いりました。
このような状況のもと、当社グループは、「ボルト締結分野」での競争優位性を高めるべく、市場育成型製

品群の開発・投入、生産体質の見直しによるコスト競争力の強化、国内販売体系の刷新による営業体制の強
化に加え、新興国など海外新規市場への販路開拓等を積極的に推進してまいりました。
しかしながら、販売面につきましては、輸出が北米を中心として好調に推移しましたが、国内市場におけ

る作業工具類及び機器類の販売が設備投資関連の伸びの鈍化などからともに伸び悩んだことにより、当第１
四半期における連結売上高は作業工具類が６億３千万円、機器類が４億円の計10億３千万円（前年同期比7.9
％減）となりました。損益面につきましては、製造コストの低減、諸経費の削減等の諸施策により収益向上
に努めましたが、売上高の減少、材料費等の仕入価格の高騰の影響が大きく営業利益は１億５千３百万円
（前年同期比4.6％減）となりました。また、経常利益は有価証券売却益の計上などにより２億２千１百万円
（前年同期比69.0％増）、四半期純利益は株式市場の低迷による投資有価証券評価損の計上により５千万円
（前年同期比357.2％増）となりました。

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

（資産）

資産合計は、54億７千４百万円となり前連結会計年度末に比べ２億８千３百万円減少しました。この
主な要因は、流動資産においては現金及び預金の減少１億３千９百万円、受取手形及び売掛金の減少２
億５百万円、たな卸資産の増加１億６千１百万円等によるものであり、固定資産においては、投資有価
証券の減少１億６千３百万円等によるものであります。

（負債）
負債合計は、37億１千３百万円となり前連結会計年度末に比べ１億７千３百万円減少しました。この

主な要因は、流動負債においては短期借入金の増加１億９千９百万円、未払法人税等の減少２億２千３
百万円等によるものであり、固定負債においては長期借入金の減少３千５百万円、退職給付引当金の減
少２千８百万円等によるものであります。

（純資産）
純資産合計は、17億６千１百万円となり前連結会計年度末に比べ１億１千万円減少しました。この主

な要因は、配当金の支払等による利益剰余金の減少４千７百万円、その他有価証券評価差額金の減少６
千２百万円等によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当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、２億１千３百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ１億３千９百万円の減少となりました。当四半期連結会計期間におけるキ
ャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動においては、税金等調整前四半期純利益９千２百万円、売上債権の減少２億５百万円等によ
る資金の増加がありましたが、たな卸資産の増加１億６千１百万円、法人税等の支払２億６千２百万円
等により、資金はマイナス１億３千２百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動においては、投資有価証券の売却により６千１百万円の収入を得ましたが、投資有価証券の

取得に１億５千６百万円、有形・無形固定資産の取得に８百万円等を支出したことにより資金はマイナ
ス７千９百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動においては、短期借入金の純増２億円、長期借入れにより５千万円の収入を得ましたが、長

期借入金の返済に８千６百万円、配当金の支払に９千１百万円等を支出したことにより資金はプラス７
千２百万円となりました。
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前田金属工業㈱(5967)平成21年５月期 第１四半期決算短信

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年５月期の連結業績予想につきましては、平成20年７月18日に発表いたしました業績予想値に変更
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)

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計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、前連結会計年度において算定した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１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の棚卸資産を除いて実地棚卸を省略し、
前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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税金費用の計算

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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、住民税及び事業税に含めて表示しております。

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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。

②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、主として移動平均法による原価法から、
主として移動平均法による原価法（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。
これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更
当社の機械装置については、従来、耐用年数を12年としておりましたが、法人税法の改正により法定

耐用年数の見直しが行われたことに伴い、当第１四半期連結会計期間より10年に変更しました。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20年８月31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５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 213,127 353,089

受取手形及び売掛金 1,087,362 1,292,595

商品 410,772 369,827

製品 628,420 596,020

原材料 331,539 316,492

仕掛品 371,937 301,387

貯蔵品 36,474 34,182

その他 176,888 99,815

貸倒引当金 △4,687 △5,609

流動資産合計 3,251,836 3,357,801

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 147,863 151,091

機械装置及び運搬具（純額） 146,113 154,617

工具、器具及び備品（純額） 56,396 59,680

土地 308,186 308,186

有形固定資産合計 658,560 673,576

無形固定資産 12,309 13,150

投資その他の資産

投資有価証券 1,507,355 1,670,626

その他 47,465 46,202

貸倒引当金 △2,696 △3,072

投資その他の資産合計 1,552,124 1,713,756

固定資産合計 2,222,993 2,400,483

資産合計 5,474,829 5,758,285
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年８月31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５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 782,231 791,168

短期借入金 1,871,018 1,671,696

未払法人税等 44,738 267,793

賞与引当金 43,873 81,593

未払金 144,245 163,492

未払費用 30,849 35,541

その他 40,586 38,417

流動負債合計 2,957,543 3,049,702

固定負債

長期借入金 212,381 247,747

長期未払金 90,940 90,940

退職給付引当金 384,749 413,635

その他 67,636 84,290

固定負債合計 755,707 836,614

負債合計 3,713,250 3,886,316

純資産の部

株主資本

資本金 605,000 605,000

資本剰余金 163,380 163,380

利益剰余金 1,721,540 1,769,390

自己株式 △505,406 △505,190

株主資本合計 1,984,515 2,032,580

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △222,935 △160,611

評価・換算差額等合計 △222,935 △160,611

純資産合計 1,761,579 1,871,968

負債純資産合計 5,474,829 5,758,285
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(2) 【四半期連結損益計算書】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年６月１日

 至 平成20年８月31日)

売上高 1,030,618

売上原価 595,566

売上総利益 435,051

販売費及び一般管理費 281,360

営業利益 153,691

営業外収益

受取利息 1,501

受取配当金 17,845

投資有価証券売却益 24,544

有価証券運用益 27,627

その他 2,724

営業外収益合計 74,244

営業外費用

支払利息 4,797

その他 1,535

営業外費用合計 6,333

経常利益 221,603

特別損失

投資有価証券評価損 128,778

特別損失合計 128,778

税金等調整前四半期純利益 92,824

法人税、住民税及び事業税 42,696

四半期純利益 50,127
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年６月１日

 至 平成20年８月31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 92,824

減価償却費 18,917

投資有価証券評価損益（△は益） 128,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,886

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,719

受取利息及び受取配当金 △19,347

支払利息 4,797

有価証券売却損益（△は益） △52,172

売上債権の増減額（△は増加） 205,232

たな卸資産の増減額（△は増加） △161,234

仕入債務の増減額（△は減少） △8,936

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,939

その他 △12,553

小計 115,463

利息及び配当金の受取額 18,741

利息の支払額 △4,840

法人税等の支払額 △262,357

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,092

投資有価証券の取得による支出 △156,173

投資有価証券の売却による収入 61,782

差金決済による収支（純額） 24,615

その他 △1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,507

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） 200,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △86,044

配当金の支払額 △91,203

自己株式の純増減額（△は増加） △215

財務活動によるキャッシュ・フロー 72,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,962

現金及び現金同等物の期首残高 353,089

現金及び現金同等物の四半期末残高 213,127
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

当連結グループは、作業工具・機器の製造・販売のみを行っている単一セグメントに該当いたします
ので、記載を省略しております。

② 所在地別セグメント情報

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日)

東アジア 欧州 北中米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 75,539 7,789 124,703 43,143 251,174

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,030,618

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

7.3 0.8 12.1 4.2 24.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理の近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

(1) 東アジア…韓国・中国・台湾

(2) 欧州………イギリス・フランス

(3) 北中米……アメリカ・カナダ

(4) その他……タイ・シンガポール・チリ・インドネシア・マレーシア・中近東

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年６月１日
　至 平成19年８月31日)

金額（千円）

Ⅰ  売上高 1,119,557

Ⅱ 売上原価 652,842

　 売上総利益 466,715

Ⅲ 販売費及び一般管理費 305,551

　 営業利益 161,163

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息及び配当金 14,493

　２ その他 2,105

　 営業外収益合計 16,599

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 4,576

　２ 有価証券売却損 41,789

　３ その他 301

　 営業外費用合計 46,667

　 経常利益 131,095

Ⅵ 特別損失

　１ 投資有価証券評価損 75,100

　２ 役員退職慰労金 36,457

　 特別損失合計 111,557

　 税金等調整前四半期純利益 19,538

　 税金費用 8,573

　 四半期純利益 10,964
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