
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月3日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社遠藤製作所 上場取引所 JQ 
コード番号 7841 URL http://www.endo-mfg.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 健治

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 牛坊 芳明 TEL 0256-63-6111
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日

配当支払開始予定日 ―

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

22年3月期第1四半期 2,197 △55.9 △205 ― △52 ― △130 ―

21年3月期第1四半期 4,978 ― 691 ― 495 ― 381 ―

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1四半期 △14.36 ―

21年3月期第1四半期 41.38 ―

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1四半期 18,571 11,046 59.5 1,216.65
21年3月期 19,121 11,016 57.6 1,213.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,046百万円 21年3月期  11,016百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

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  有  
 

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

4,479 △53.2 △771 ― △654 ― △1,096 ― △120.73

通期 11,565 △38.1 429 △80.5 454 △61.9 △206 ― △22.70



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） 

(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. 平成21年5月13日発表の業績予想は、本資料において修正を行っております。 
2. 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について
は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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1四半期 9,441,800株 21年3月期  9,441,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  362,300株 21年3月期  362,300株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,079,500株 21年3月期第1四半期 9,224,600株



当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半からの世界的な金融危機による景気後退が深刻な経

済不況を及ぼす中、輸出関連企業を中心に企業収益は大幅に悪化し、雇用情勢等の深刻な状況から個人消費が落ち

込む等、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、グローバルな展開による継続的成長の実現に向けて、製造原価の低

減、生産体制の改善・強化、技術力の向上等を図ることにより市場での競争力を高め、受注獲得に努めることで積

極的に取組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は21億97百万円（前年同期比55.9％減）となりました。

利益面につきましては、売上高が減少したことにより、営業損失２億５百万円（前年同期は６億91百万円の営業利

益）、経常損失52百万円（前年同期は４億95百万円の経常利益）、四半期純損失１億30百万円（前年同期は３億81

百万円の四半期純利益）となり、厳しい市場環境下、大幅な減収・減益を余儀なくされました。   

＜事業の種類別セグメントの状況＞ 

（ゴルフ事業） 

主力のゴルフ事業につきましては、ニーズに適合した競争力のある商品群の供給に努めましたが、景気の急激

な後退による受注の減少により、売上高は14億96百万円（前年同期比49.5％減）、営業損失31百万円（前年同期

は３億53百万円の営業利益）となりました。 

（ステンレス事業） 

ステンレス事業につきましては、ステンレス製極薄管（メタルスリーブ）の米国市場向け製品の出荷数の減少

等の影響から売上高は１億18百万円（前年同期比80.1％減）、営業損失60百万円（前年同期は２億14百万円の営

業利益）となりました。 

（自動車等鍛造部品事業） 

自動車等鍛造部品事業につきましては、世界同時不況が自動車産業に強く影響を及ぼし、受注が減少している

ことから、売上高は５億82百万円（前年同期比58.9％減）となりました。営業利益につきましては、売上高の減

少により、26百万円（同91.1％減）となりました。 

＜所在地別セグメントの状況＞ 

（日本） 

国内におきましては、売上高は、ゴルフ事業及びステンレス事業ともに減少したことから16億13百万円（前年

同期比54.6％減）、営業損失１億35百万円（前年同期は３億６百万円の営業利益）となりました。 

（タイ・ベトナム国） 

タイ及びベトナム国につきましては、３事業とも景気悪化による受注の回復が見られず、売上高は５億84百万

円（前年同期比59.0％減）となりました。営業利益につきましては、売上高の減少により59百万円（同89.4％

減）となりました。 

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1四半期連結会計期間末における資産合計は、185億71百万円となり前連結会計年度末に比べ５億49百万円減

少いたしました。 

流動資産は、９億54百万円減少して99億84百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が14億15百万円

増加したものの、受取手形及び売掛金が22億53百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、４億５

百万円増加して85億87百万円となりました。この主な要因は、建設仮勘定が１億57百万円、機械装置及び運搬具が

１億31百万円増加したこと等によるものであります。 

また負債合計は、75億24百万円となり前連結会計年度末に比べ５億79百万円減少いたしました。 

流動負債は、11億66百万円減少して42億59百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が７億69百万円、

支払手形及び買掛金が５億75百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、５億86百万円増加して32

億65百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が８億79百万円増加したこと等によるものであります。  

なお、純資産につきましては前連結会計年度末に比べ29百万円増加の110億46百万円となりました。この主な要因

は、利益剰余金が２億21百万円減少したものの、マイナスの為替換算調整勘定が２億48百万円減少したこと等によ

るものであります。 

  

キャッシュ・フローの状況につきましては、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36億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億53百万円増加いたしました。なお、当第1

四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動の結果得られた資金は、19億31百万円（前年同期比2.1％減）となりました。これは主に、売上債権の減

少23億41百万円、減価償却費２億92百万円等による資金の増加や、仕入債務の減少８億６百万円等による資金の減

少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） 

投資活動の結果使用した資金は、２億54百万円（同3.1％減）となりました。これは主に、定期預金の減少２億39

百万円等による資金の増加や、有形固定資産の取得による支出４億93百万円等による資金の減少によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、87百万円（同77.7％減）となりました。これは主に、長期借入れによる収入９

億54百万円等による資金の増加や、短期借入金の純減額７億72百万円、長期借入金の返済による支出１億71百万

円、配当金の支払額90百万円等による資金の減少によるものであります。 

  

  業績予想に関しましては、平成21年５月13日付「平成21年３月期決算短信」で公表いたしました平成22年３月期

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しております。 

 詳しくは、本日付で別途公表いたしました「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  

  

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算出方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,164,579 2,749,194

受取手形及び売掛金 1,639,029 3,892,692

有価証券 35,370 35,350

商品及び製品 1,167,819 1,007,097

仕掛品 400,105 544,630

原材料及び貯蔵品 2,311,478 2,338,944

繰延税金資産 13,298 20,334

その他 263,271 380,235

貸倒引当金 △10,825 △29,436

流動資産合計 9,984,127 10,939,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,746,703 2,650,546

機械装置及び運搬具（純額） 2,902,105 2,770,419

工具、器具及び備品（純額） 191,164 197,355

土地 1,686,128 1,650,463

建設仮勘定 332,745 175,080

有形固定資産合計 7,858,848 7,443,865

無形固定資産 34,136 37,877

投資その他の資産   

投資有価証券 92,456 90,166

繰延税金資産 5,141 16,073

投資不動産（純額） 330,566 331,501

その他 280,545 274,589

貸倒引当金 △14,372 △12,115

投資その他の資産合計 694,337 700,216

固定資産合計 8,587,322 8,181,959

資産合計 18,571,449 19,121,002



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 938,750 1,514,576

短期借入金 2,035,410 2,805,369

未払法人税等 117,249 187,838

未払金及び未払費用 876,031 503,238

賞与引当金 90,591 135,766

役員賞与引当金 － 13,000

その他 201,741 266,211

流動負債合計 4,259,775 5,425,999

固定負債   

長期借入金 2,850,525 1,971,407

繰延税金負債 48,163 51,299

退職給付引当金 155,476 55,833

役員退職慰労引当金 205,103 593,456

その他 5,857 6,213

固定負債合計 3,265,125 2,678,210

負債合計 7,524,900 8,104,210

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,788 1,241,788

資本剰余金 1,183,816 1,183,816

利益剰余金 9,388,914 9,610,098

自己株式 △192,297 △192,297

株主資本合計 11,622,221 11,843,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 △2,028

為替換算調整勘定 △575,829 △824,584

評価・換算差額等合計 △575,672 △826,612

純資産合計 11,046,548 11,016,792

負債純資産合計 18,571,449 19,121,002



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,978,743 2,197,125

売上原価 3,821,708 2,016,416

売上総利益 1,157,035 180,708

販売費及び一般管理費 465,267 386,582

営業利益又は営業損失（△） 691,768 △205,874

営業外収益   

受取利息 4,303 833

受取配当金 971 878

投資不動産賃貸料 6,121 6,121

為替差益 － 192,282

その他 6,040 7,823

営業外収益合計 17,436 207,939

営業外費用   

支払利息 28,192 25,275

減価償却費 4,012 13,692

シンジケートローン手数料 6,233 6,849

為替差損 170,940 －

その他 4,431 9,064

営業外費用合計 213,811 54,881

経常利益又は経常損失（△） 495,393 △52,816

特別利益   

固定資産売却益 8,159 3,526

貸倒引当金戻入額 5,981 16,616

特別利益合計 14,140 20,142

特別損失   

固定資産売却損 － 3,188

固定資産除却損 1,651 6,151

特別損失合計 1,651 9,340

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

507,883 △42,013

法人税、住民税及び事業税 84,452 71,240

法人税等調整額 41,761 17,134

法人税等合計 126,213 88,375

四半期純利益又は四半期純損失（△） 381,669 △130,389



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

507,883 △42,013

減価償却費 319,880 292,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,981 △16,353

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,480 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,369 △45,174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,538 21,814

受取利息及び受取配当金 △5,274 △1,712

支払利息 28,192 25,275

為替差損益（△は益） 11,656 △23,712

有形固定資産売却損益（△は益） △8,159 △337

有形固定資産除却損 1,602 6,151

無形固定資産除却損 48 －

売上債権の増減額（△は増加） 691,872 2,341,053

たな卸資産の増減額（△は増加） 179,856 152,448

仕入債務の増減額（△は減少） 252,476 △806,007

未収消費税等の増減額（△は増加） 208,676 136,744

その他 166,815 57,727

小計 2,352,193 2,098,217

利息及び配当金の受取額 5,195 1,522

利息の支払額 △29,936 △26,758

法人税等の支払額 △355,184 △141,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,972,267 1,931,206

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 104,823 239,599

有形固定資産の取得による支出 △401,709 △493,170

有形固定資産の売却による収入 38,037 469

無形固定資産の取得による支出 △2,479 －

その他 △910 △961

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,238 △254,062

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） △107,250 △772,250

長期借入れによる収入 － 954,000

長期借入金の返済による支出 △174,107 △171,159

リース債務の返済による支出 △19,653 △7,323

配当金の支払額 △92,246 △90,795

財務活動によるキャッシュ・フロー △393,257 △87,527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,321 63,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,293,450 1,653,011

現金及び現金同等物の期首残高 2,129,872 1,962,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,423,323 3,615,862



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ゴルフ事業
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,965,632  597,521  1,415,589  4,978,743  －  4,978,743

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,463  －  －  2,463 (2,463)  －

計  2,968,096  597,521  1,415,589  4,981,207 (2,463)  4,978,743

営業利益  353,694  214,263  300,664  868,622 (176,853)  691,768

  
ゴルフ事業
（千円） 

ステンレス
事業 

（千円） 

自動車等鍛
造部品事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,496,258  118,755  582,110  2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,229  －  －  2,229 (2,229)  －

計  1,498,488  118,755  582,110  2,199,354 (2,229)  2,197,125

営業利益又は営業損失(△)  △31,475  △60,109  26,658  △64,927 (140,946)  △205,874

事業区分 主要製品

ゴルフ事業 
アイアンヘッド・アイアンクラブ、 

メタルウッドヘッド・メタルウッドクラブ等 

ステンレス事業 ステンレス製極薄管（メタルスリーブ） 

自動車等鍛造部品事業 自動車鍛造部品、自動二輪鍛造部品等 



前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注） 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
タイ・ベトナム

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,553,706  1,425,037  4,978,743  －  4,978,743

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 163,996  3,678,763  3,842,759 (3,842,759)  －

計  3,717,703  5,103,800  8,821,503 (3,842,759)  4,978,743

営業利益  306,421  562,624  869,046 (177,278)  691,768

  
日本

（千円） 
タイ・ベトナム

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,613,022  584,102  2,197,125  －  2,197,125

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 89,671  2,444,909  2,534,581 (2,534,581)  －

計  1,702,694  3,029,012  4,731,706 (2,534,581)  2,197,125

営業利益又は営業損失（△）  △135,649  59,428  △76,221 (129,652)  △205,874



前第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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………タイ、中国、韓国他 

(2）北米………………米国、カナダ 

(3）その他の地域……英国、オーストラリア、オランダ他 

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対する売上高であります。 

   

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………タイ、中国、ベトナム他 

(2）北米………………米国、カナダ 

(3）その他の地域……オランダ、英国、スペイン他 

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対する売上高であります。 

  

  

   

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,042,570  807,713  183,900  3,034,184

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,978,743

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 41.0  16.2  3.7  60.9

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  749,984  589,089  81,676  1,420,750

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,197,125

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 34.1  26.8  3.8  64.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



希望退職者の募集の実施について 

当社は、平成21年６月15日開催の取締役会決議に基づき、以下の条件で希望退職者の募集を行いました。その

内容と結果は次のとおりです。 

(1) 希望退職者募集の概要  

① 募集対象者 

当社のすべての正社員（平成21年度新卒入社者は除く） 

② 募集人員 

90名程度 

③ 募集期間 

平成21年７月１日から平成21年７月24日まで 

④ 退職日 

平成21年９月30日 

⑤ 優遇措置 

退職者に対しては、所定の退職金の他に特別退職加算金を支給する。  

⑥ 再就職支援 

希望者に対し再就職支援を行う。 

(2) 募集の結果 

① 応募人数 

100名  

② 特別加算金等 

希望退職者に伴う特別退職加算金等は３億81百万円であり、平成22年３月期第２四半期決算におきまし

て特別損失に計上する予定であります。 

  

６．その他の情報

（重要な後発事象）
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