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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 4,978 ― 691 ― 495 ― 381 ―

20年3月期第1四半期 4,436 36.2 359 135.1 464 234.7 386 288.3

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 41.38 ―

20年3月期第1四半期 41.86 ―

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 19,830 11,536 58.2 1,250.57
20年3月期 20,314 11,525 56.7 1,249.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,536百万円 20年3月期  11,525百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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 9,390 ― 921 ― 756 ― 533 ― 57.79
通期 21,880 8.4 2,643 20.0 2,454 21.4 1,669 21.6 181.03

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） 

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

(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 
1．平成20年5月13日発表の通期連結業績予想は、修正しておりません。 
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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、2ページ【定性的情報・財
務諸表】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
3．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  9,441,800株 20年3月期  9,441,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  217,200株 20年3月期  217,200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  9,224,600株 20年3月期第1四半期  9,224,600株



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におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の影響による米国経済の減速、原油・

穀物等の原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により、景気の先行きは一層減速傾向がみられるところとなりました。

このような状況のもと、当社グループは当連結会計年度が中期経営計画の最終年度となることから、当該目標達

成に向け、生産技術力の強化、生産ライン改善による生産性の効率化、収益力の強化に向けて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49億78百万円となりました。利益面につきましては、ゴ

ルフ事業・ステンレス事業・自動車等鍛造部品事業の３事業ともに売上高の増加及び製造原価の低減が概ね予定ど

おり進捗したことから、営業利益６億91百万円、経常利益は為替差損の影響から４億95百万円、四半期純利益は３

億81百万円となりました。

２．連結財政状態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総資産は、198億30百万円となり前連結会計年度末に比べ４億84百万円減少

いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が８億25百万円減少したこと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10百万円増加の115億36百万円となりました。これは利益剰

余金が２億42百万円増加したものの、前連結会計年度末から円高バーツ安が進み、為替換算調整勘定の発生が１億

61百万円あったことによる影響が主な要因であります。

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34億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億93百万円増加いたしました。

（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、19億72百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が５億７

百万円、減価償却費３億19百万円、売上債権の減少６億91百万円及び仕入債務の減少２億52百万円等による資金の

増加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、２億62百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻１億４百万円による

資金の増加はあったものの、有形固定資産の取得による支出４億１百万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、３億93百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済１億７百万円、長

期借入金の返済１億74百万円及び配当金の支払額92百万円等による資金の減少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

平成20年５月13日付「平成20年３月期決算短信」にて公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想は、概ね

計画どおり推移しておりますので、第２四半期連結累計期間及び通期とも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．簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

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、事業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。

（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　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　棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主とし

て総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。



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 3,995,731 2,809,980

受取手形及び売掛金 3,664,258 4,490,195

有価証券 35,238 35,204

商品 21,777 19,038

製品 1,082,545 1,155,586

原材料 850,739 816,849

仕掛品 875,411 1,129,947

貯蔵品 484,926 521,583

繰延税金資産 61,272 103,904

その他 172,474 447,011

貸倒引当金 △22,708 △29,160

流動資産合計 11,221,667 11,500,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,691,729 2,790,480

機械装置及び運搬具 3,012,724 3,254,827

土地 1,940,795 1,977,791

工具、器具及び備品 208,562 186,973

建設仮勘定 340,065 238,140

有形固定資産合計 8,193,878 8,448,213

無形固定資産 41,943 45,019

投資その他の資産   

投資有価証券 111,907 91,943

繰延税金資産 6,263 －

その他 266,097 240,721

貸倒引当金 △11,636 △11,166

投資その他の資産合計 372,632 321,498

固定資産合計 8,608,454 8,814,731

資産合計 19,830,121 20,314,873



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,333,102 2,354,427

短期借入金 1,718,543 1,880,719

未払法人税等 206,181 485,568

未払金及び未払費用 682,814 630,691

賞与引当金 164,883 174,253

役員賞与引当金 15,080 8,600

繰延税金負債 355 －

その他 547,994 477,178

流動負債合計 5,668,954 6,011,437

固定負債   

長期借入金 1,870,460 2,075,651

繰延税金負債 49,080 40,483

退職給付引当金 52,954 －

役員退職慰労引当金 578,879 573,341

その他 73,774 88,020

固定負債合計 2,625,149 2,777,495

負債合計 8,294,103 8,788,933

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 9,380,501 9,138,454

自己株式 △120,375 △120,375

株主資本合計 11,685,730 11,443,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,750 △150

為替換算調整勘定 △161,463 82,406

評価・換算差額等合計 △149,713 82,255

純資産合計 11,536,017 11,525,939

負債純資産合計 19,830,121 20,314,873



（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）

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 4,978,743

売上原価 3,821,708

売上総利益 1,157,035

販売費及び一般管理費 465,267

営業利益 691,768

営業外収益  

受取利息 4,303

受取配当金 971

投資不動産賃貸料 6,121

その他 6,040

営業外収益合計 17,436

営業外費用  

支払利息 28,192

減価償却費 4,012

シンジケートローン手数料 6,233

為替差損 170,940

その他 4,431

営業外費用合計 213,811

経常利益 495,393

特別利益  

固定資産売却益 8,159

貸倒引当金戻入額 5,981

特別利益合計 14,140

特別損失  

固定資産除却損 1,651

特別損失合計 1,651

税金等調整前四半期純利益 507,883

法人税、住民税及び事業税 84,452

法人税等調整額 41,761

法人税等合計 126,213

四半期純利益 381,669



（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 507,883

減価償却費 319,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,981

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

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,538

受取利息及び受取配当金 △5,274

支払利息 28,192

為替差損益（△は益） 11,656

有形固定資産売却損益（△は益） △8,159

有形固定資産除却損 1,602

無形固定資産除却損 48

売上債権の増減額（△は増加） 691,872

たな卸資産の増減額（△は増加） 179,856

仕入債務の増減額（△は減少） 252,476

未収消費税等の増減額（△は増加） 208,676

その他 166,815

小計 2,352,193

利息及び配当金の受取額 5,195

利息の支払額 △29,936

法人税等の支払額 △355,184

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,972,267

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

有形固定資産の取得による支出 △401,709

有形固定資産の売却による収入 38,037

無形固定資産の取得による支出 △2,479

その他 △910

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,238

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） △107,250

長期借入金の返済による支出 △174,107

リース債務の返済による支出 △19,653

配当金の支払額 △92,246

財務活動によるキャッシュ・フロー △393,257

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,293,450

現金及び現金同等物の期首残高 2,129,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,423,323



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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。



「参考資料」

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

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
　　第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,436,720

Ⅱ　売上原価 3,689,976

売上総利益 746,744

Ⅲ　販売費及び一般管理費 386,922

営業利益 359,822

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1,937

２．受取配当金 723

３．投資不動産賃貸料 5,258

４．為替差益 116,298

５．その他 18,170

営業外収益合計 142,388

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 22,949

２．減価償却費 6,325

３．シンジケートローン
　　手数料

6,388

４．その他 2,039

営業外費用合計 37,703

経常利益 464,507

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 7,979

特別利益合計 7,979

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 2,323

２．固定資産除却損 1,787

特別損失合計 4,110

税金等調整前四半期純利益 468,376

法人税、住民税及び
事業税

53,945

法人税等調整額 28,264

法人税等合計 82,209

四半期純利益 386,167



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
　　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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

468,376

減価償却費 289,532

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

135

賞与引当金の増減額
（△は減少）

△58,220

役員退職慰労引当金の
増減額（△は減少）

2,690

受取利息及び
受取配当金

△2,660

支払利息 22,949

為替差損益（△は益） 58,469

有形固定資産売却損益
（△は益）

△5,656

有形固定資産除却損 1,773

無形固定資産除却損 13

売上債権の増減額
（△は増加）

△73,377

たな卸資産の増減額
（△は増加）

△94,700

仕入債務の増減額
（△は減少）

496,103

未収消費税等の増減額
（△は増加）

81,648

その他 115,141

小計 1,302,220

利息及び配当金の
受取額

1,758

利息の支払額 △23,301

法人税等の支払額 △143,549

営業活動による
キャッシュ・フロー

1,137,128



前年同四半期
（平成20年３月期
　　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

定期預金の純増減額
（△は増加）

348,016

有形固定資産の取得に
よる支出

△447,981

有形固定資産の売却に
よる収入

14,622

無形固定資産の取得に
よる支出

△86

その他 △961

投資活動による
キャッシュ・フロー

△86,391

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

長期借入れの返済に
よる支出

△136,864

リース債務の返済に
よる支出

△21,856

配当金の支払額 △92,246

財務活動による
キャッシュ・フロー

△250,966

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

△19,909

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

779,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

1,500,156

Ⅶ　現金及び現金同等物の
四半期末残高

2,280,016
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