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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績                             （％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（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第３四半期 7,768  ( 47.0) 400  ( 16.2) 407  ( 20.2) 232  ( 23.1)

19 年３月期第３四半期 5,285  (  － ) 345  (  － ) 339  (  － ) 188  (  － )

19 年３月期 7,001  ( 48.0) 426  ( 18.8) 424  ( 14.4) 239  (  8.1)

 

 １株当たり四半期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第３四半期 4,257 07       ― 

19 年３月期第３四半期 3,527 87       ― 

19 年３月期 4,452 49       ― 

（注） 期中平均株式数 平成20年３月期第３四半期 54,606.76 株 
   平成 19年３月期第３四半期 53,509.00 株 

 

(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

20 年３月期第３四半期 5,822 2,844     48.8 52,200 15 

19 年３月期第３四半期 5,335 2,682     50.3 48,763 64 

19 年３月期 4,706 2,721     57.8 49,489 68 

（注） 1. 期末発行済株式数 平成20年３月期第３四半期 55,000 株 
   平成 19年３月期第３四半期 55,000 株 
 2. 期末自己株式数 平成20年３月期第３四半期 511 株 
   平成 19年３月期第３四半期 －株 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第３四半期 168 △156 △100 208    

19 年３月期第３四半期 284 △33 170       588 

19 年３月期 453 △73 △251    295 
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２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭

19 年 3 月期 ―  ―  ―  ― ―  ―  850  00  850  00

20 年 3 月期（実績） ―  ―  0  00 ―  ―  ―  ―  ―  ―  

20 年 3 月期（予想） ―  ― ―  ― ―  ― 1,000  00 1,000  00

（注）配当金につきましては、本日付の「創業 80 周年記念配当に関するお知らせ」にて配当予想の修正
をしておりますので、詳細はそちらをご覧ください。 

 
 
３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日）【参考】 

(%表示は対前期増減率) 

 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

通   期 10,000 42.8 450 5.6 460 8.4 260 8.4 4,763 87

  
 
４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有  
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 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。〕 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業

績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 

１. 経営成績の進捗状況に関する定性的情報  

当第３四半期におけるわが国の経済は、堅調な企業収益および個人消費に支えられ全体としては緩や

かな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米国のサブプライムローン問題からの株価の低迷や

為替変動など、また原油・原材料価格の高騰に伴う影響等不安定要素が含まれていることから極めて回

復実感は弱く、今後の経済情勢には注意を要する状況となっております。 

このような状況のもと、当社の業績は、自動車部品の製造関連企業からの大型機械設備物件（部品加

工専用機及び当社製品の洗浄・搬送装置等）の大口案件を受注し、売上高が大幅に伸長いたしました。 

この結果、当第３四半期の売上高は 7,768 百万円（前年同期比 47.0％増）、営業利益は 400 百万円（前

年同期比 16.2％増）、経常利益は 407 百万円（前年同期比 20.2％増）、四半期純利益は 232 百万円（前

年同期比 23.1％増）となりました。 

部門別売上高は次のとおりであります。 

アルファフレーム部門   1,229百万円

装置部門 1,586百万円

商事部門 4,951百万円

合計 7,768 百万円

  

当第３四半期における部門別の販売概況は次のとおりであります。 

アルファフレーム部門は、前事業年度好調であった半導体関連、液晶業界からの海外向け設備需要は

停滞が続いておりますが、一方で自動車関連業界からの需要は順調に推移しております。 

このような状況の中で当部門の第３四半期における売上高は 1,229 百万円 （前年同期比 15.2％減）

となりました。 

装置部門は、前事業年度から継続受注しております光ディスク製造用自動化装置等のＦＡ装置が順調

に推移いたしましたが、自動車部品用大型洗浄装置等のＦＡ装置やカスタムクリーンブースについては、

ユーザーの受入体制の遅れや設備計画見直しの影響を受け、やや低迷致しました。 

このような状況の中で当部門の第３四半期における売上高は 1,586 百万円（前年同期比 3.3％減）と

なりました。 

商事部門は、前事業年度より引続く設備投資の増加を背景に、自動車部品の製造関連企業向け大型機

械設備（部品加工専用機及び当社製品の洗浄・搬送装置等）の大口案件を受注し、大幅に売上高は伸長

し、リピート性の高い商品の受注が順調に推移しました。 

このような状況の中で当部門の当第３四半期における売上高は 4,951 百万円（前年同期比 125.6％増）

となりました。 

 

２. 財政状態の変動状況に関する定性的情報 

（資産・負債・純資産の変動状況） 

 当第３四半期末における資産合計は、前事業年度末に比べ 1,115 百万円増加し 5,822 百万円となりま

した。これは主に、商事部門における大型機械設備にかかる売掛金の増加 1,462 百万円、及び技術開発

センターの取得にかかる建物の増加 118 百万円があった一方で、装置部門におけるＦＡ装置やクリーン

ブースにかかる仕掛品などたな卸資産の減少 141 百万円、及び受取手形の減少 195 百万円があったこと

などによります。 

負債合計は、前事業年度末と比べ 993 百万円増加し 2,977 百万円となりました。これは主に、商事部

門における大型機械設備仕入等にかかる買掛金の増加 1,107 百万円があった一方で、約定返済による社

債の減少 20 百万円があったことなどによります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ 122 百万円増加し 2,844 百万円となりました。これは主に、自己

株式の取得 34 百万円があった一方で、利益剰余金の増加 185 百万円があったことなどによります。 

 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ 87 百

円減少して 208 百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は168百万円となりました。これは、税引前四半期純利益405百万円に、

仕入債務の増加 1,099 百万円及びたな卸資産の減少 141 百万円等による資金の増加があった一方で、売

上債権の増加 1,266 百万円及び法人税等の支払 210 百万円等などによる資金の減少が主な要因です。 

 投資活動の結果使用した資金は 156 百万円となりました。これは、技術開発センターをはじめとする

有形固定資産の取得による支出 114 百万円などが主な要因です。 
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 財務活動の結果使用した資金は 100 百万円となりました。これは、自己株式取得による支出 34 百万

円及び配当金の支払 46 百万円によるものです。 

 

３. 業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年 3 月期の通期業績予想に関しましては、平成 20 年１月 25 日公表の「平成 20 年 3 月期 業
績予想の修正に関するお知らせ」より変更はございません。 

 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能は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可能性があります。 

 

 

４. その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

中間財務諸表の作成基準をベースとし、棚卸資産の計上、引当金の計上、税金費用の計上及び影

響額が僅少なものについては一部簡便な方法を採用しております。 
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５. （要約）四半期財務諸表  

(1)（要約）四半期貸借対照表 

                                                   （単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年３月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期末 

（平成 19 年３月期末）      科目 

  金額 金額   金額 増減率 金額 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 588,737 208,038 △380,699 △64.7 295,640

２ 受取手形 1,328,617 1,043,686 △284,930 △21.5 1,239,460

３ 売掛金 1,076,743 2,158,361 1,081,617 100.5 695,865

４ たな卸資産 635,858 652,401 16,543 2.6 794,299

５ その他 48,837 44,792 △4,045 △8.3 44,872

貸倒引当金 △530 △430 99 △18.8 △618

流動資産合計 3,678,264 4,106,850 428,586 11.7 3,069,519

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物 1,315,718 1,447,584 131,865 10.0 1,328,995

  減価償却累計額 △677,000 △720,079 △43,079 6.4 △687,035

(2) 土地 456,904 456,904 － － 456,904

(3) その他 489,308 484,788 △4,520 △0.9 476,356

  減価償却累計額 △345,347 △355,127 △9,779 2.8 △344,595

  有形固定資産合計 1,239,583 1,314,069 74,486 6.0 1,230,625

２ 無形固定資産 10,435 9,879 △556 △5.3 9,585

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 227,955 167,659 △60,296 △26.5 212,449

(2) その他 212,862 248,377 35,514 16.7 209,027

貸倒引当金 △33,700 △24,800 8,900 △26.4 △24,700

    投資その他の資産合計 407,117 391,236 △15,881 △3.9 396,777

固定資産合計 1,657,137 1,715,186 58,048 3.5 1,636,988

資産合計 5,335,402 5,822,036 486,634 9.1 4,706,507
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                                                   （単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年３月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期末 

（平成 19 年３月期末）      科目 

  金額 金額   金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形 1,073,324 1,019,839 △53,484 △5.0 1,028,146

２ 設備支払手形 － － － － 47,930

３ 買掛金 765,441 1,590,169 824,728 107.8 482,789

４ 短期借入金 400,000 － △400,000 － －

５ 一年以内返済予定の長期借入金 2,222 － △2,222 － －

６ 一年以内償還予定の社債 40,000 30,000 △10,000 △25.0 40,000

７ 製品保証引当金 － 2,710 2,710 － －

８ 賞与引当金 18,995 19,573 578 3.0 39,696

９ その他 213,121 198,938 △14,183 △6.7 224,166

流動負債合計 2,513,104 2,861,230 348,125 13.9 1,862,729

Ⅱ 固定負債  

１ 社債 40,000 10,000 △30,000 △75.0 20,000

２ 繰延税金負債 1,072 － △1,072 － －

３ 退職給付引当金 99,224 106,472 7,247 7.3 101,846

固定負債合計 140,297 116,472 △23,824 △17.0 121,846

負債合計 2,653,401 2,977,702 324,300 12.2 1,984,575

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 156,100 156,100 － － 156,100

２ 資本剰余金 146,100 146,100 － － 146,100

３ 利益剰余金 2,298,356 2,535,183 236,827 10.3 2,349,468

４ 自己株式 － △34,410 △34,410 － －

株主資本合計 2,600,556 2,802,973 202,416 7.8 2,651,668

Ⅱ 評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金 81,443 41,361 △40,082 △49.2 70,263

純資産合計 2,682,000 2,844,334 162,334 6.1 2,721,932

負債・純資産合計 5,335,402 5,822,036 486,634 9.1 4,706,507
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(2)(要約) 四半期損益計算書 
                                                                    （単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年３月期）
      科目 

  金額 金額   金額 増減率   金額 

   

Ⅰ 売上高 5,285,514 7,768,044 2,482,530 47.0 7,001,569

Ⅱ 売上原価 4,234,635 6,693,886 2,459,251 58.1 5,637,474

売上総利益 1,050,878 1,074,157 23,278 2.2 1,364,095

Ⅲ 販売費及び一般管理費 705,723 673,222 △32,500 △4.6 938,078

営業利益 345,155 400,935 55,779 16.2 426,016

Ⅳ 営業外収益 8,868 10,477 1,608 18.1 14,499

Ⅴ 営業外費用 14,578 3,451 △11,126 △76.3 16,245

経常利益 339,446 407,960 68,514 20.2 424,270

Ⅵ 特別利益 3,442 187 △3,254 △94.5 3,516

Ⅶ 特別損失 3,138 2,151 △987 △31.5 6,160

税引前四半期(当期)純利益 339,749 405,997 66,247 19.5 421,626

法人税、住民税及び事業税 146,059 171,263 25,204 17.3 193,268

法人税等調整額 4,917 2,268 △2,648 △53.9 △11,527

四半期(当期)純利益 188,773 232,465 43,691 23.1 239,885
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(3)(要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
                                   （単位：千円） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）
      区分 

  金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純利益 339,749 405,997 421,626

減価償却費 47,344 51,030 63,771

賞与引当金の増減額（減少：△） △20,915 △20,123 －

売上債権の増減額（増加：△） △819,831 △1,266,699 △350,140

たな卸資産の増減額（増加：△） △117,230 141,897 △275,670

仕入債務の増減額（減少：△） 994,246 1,099,072 686,416

設備支払手形の増減額（減少：△） － △47,930 47,930

その他 38,027 16,893 35,552

小 計 461,391 380,137 629,484

利息の支払額 － － △4,452

法人税等の支払額 △173,392 △210,922 △172,331

その他 △3,269 △242 996

   営業活動によるキャッシュ・フロー 284,730 168,972 453,698

 Ⅱ 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 △12,965 △114,731 △50,472

無形固定資産の取得による支出 － △19,628 －

投資有価証券の取得による支出 △309,877 － △310,897

投資有価証券の売却による収入 308,436 － 308,276

保険積立金の増加による支出 △17,263 △17,263 △23,017

その他 △2,040 △4,419 2,558

  投資活動によるキャッシュ・フロー △33,709 △156,043 △73,552

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式取得による支出 － △34,410 －

短期借入金の純増減額（減少：△） 40,000 － △360,000

長期借入金の返済による支出 △63,718 － △65,941

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 △40,000

株式の発行による収入 251,820 － 251,820

配当金の支払額 △37,500 △46,120 △37,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,601 △100,531 △251,621

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 421,621 △87,602 128,525

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 167,115 295,640 167,115

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期（期末）残高 588,737 208,038 295,640
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                              エヌアイシ・オートテック株式会社（5742） 

平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

(4)セグメント情報／生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績  

当第３四半期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）事業部門別 

金額（千円） 前年同期比(％) 金額（千円） 金額（千円） 

アルファフレーム部門  1,286,797 85.2 1,509,595 2,073,686 

装置部門  2,116,813 117.7 1,798,743 2,288,775 

合計  3,403,610 102.9 3,308,338 4,362,462 

(注) １ 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税は含まれておりません。 

２ ①アルファフレーム部門の金額には商事部門向けに生産された金額が含まれております。 

  当第３四半期：42,585 千円、前年同四半期：42,261 千円 

②装置部門の金額には商事部門向けに生産された金額が含まれております。 

   当第３四半期：530,598 千円、前年同四半期：158,957 千円 

     

② 商品仕入実績 

当第３四半期の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）事業 
部門別 

品目 

金額（千円） 前年同期比(％) 金額（千円） 金額（千円） 

工業用砥石 159,411 102.8 155,104 201,443

機械設備 3,397,970 277.9 1,222,837 1,620,475商事部門 

工具・ツール・油脂類 518,267 108.3 478,713 637,917

合計 4,075,648 219.5 1,856,654 2,459,836

(注) １ 上記の金額は仕入価格で表示しており、消費税は含まれておりません。 

２ 「工具・ツール・油脂類」にはアルファフレーム部門の特殊取寄せ商品仕入金額が含まれております。 

  当第３四半期：22,454 千円 前年同四半期：37,231 千円       

 

③ 受注実績 

当第３四半期の受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

・受注高 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）事業部門別 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注高(千円) 受注高(千円) 

アルファフレーム部門 1,198,326 84.1 1,424,693 2,017,030 

装置部門 829,646 40.5 2,048,983 2,870,046 

商事部門 5,110,585 196.3 2,603,525 4,049,280 

合計 7,138,559 117.5 6,077,202 8,936,358 

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

・受注残高 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）事業部門別 

受注残高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 受注残高(千円)

アルファフレーム部門 33,948 98.6 34,427 79,833 

装置部門 375,582 49.6 757,560 1,132,150 

商事部門 1,338,720 289.3 462,747 1,180,142 

合計 1,748,251 139.3 1,254,735 2,392,125 

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

④ 販売実績 

当第３四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期）事業部門別 

金額（千円） 前年同期比(％) 金額（千円） 金額（千円） 

アルファフレーム部門  1,229,942 84.8 1,450,601 1,991,882 

装置部門  1,586,214 96.7 1,639,774 2,086,247 

商事部門  4,951,887 225.6 2,195,138 2,923,439 

合計 7,768,044 147.0 5,285,514 7,001,569 

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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