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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 2,348 48.8 △250 ― △60 ― △55 ―
20年3月期第1四半期 1,578 △75.6 △283 ― △214 ― △81 ―

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 △6.96 ―
20年3月期第1四半期 △11.07 ―

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 27,354 4,221 14.9 508.76
20年3月期 26,348 4,312 15.9 522.53

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,085百万円 20年3月期  4,195百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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 11,600 107.1 △270 ― △280 ― △340 ― △42.34
通期 24,220 46.1 570 ― 530 ― 460 ― 57.28

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  
・連結業績予想については、平成20年５月16日時点での公表値から変更はございません。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
・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  8,043,418株 20年3月期  8,043,418株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  13,353株 20年3月期  13,353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  8,030,065株 20年3月期第1四半期  7,387,992株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、依然、高騰を続ける原油価格をはじめとする原材料費負担の増

大等、景気の先行きは極めて安定感を欠く状況が続いております。このような状況の中、当社グループにおきまして

は、需要が急増する中国及びインド自動車メーカー向けプロジェクトを中心に年間出荷高を増加させる計画に基づき

受注されたプロジェクトにより、工場における操業負荷を平準化し、より低コストでの金型製造が可能となる体制で

臨んでおります。しかしながら、当第１四半期連結会計期間においては、その出荷高は概ね前連結会計年度より出荷

繰延となったプロジェクトに限定され、全体の売上高は2,348百万円（ 前年同四半期比48.8％増）に留まることとな

り、依然として低価格帯で推移する受注価格での対応となる中、辛うじて粗利確保となったものの、営業損失は250

百万円となりました。但し、営業外収益においては、為替レートが前連結会計年度末に比べ、ドル高円安水準となっ

たことによる為替差益の享受、並びに海外関連会社における持分法による投資利益を計上したこともあり、経常損失

においては、60百万円とその損失幅は低減されました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当期純損失

は、55百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①自動車用プレス金型事業 

 当事業におきましては、全般的な受注価格低下の傾向が続く中、これと逆行する形でプレス金型の素材となります

鋳物をはじめとする鉄の価格高騰による変動費の負担増が加わり、その採算確保が極めて厳しい状況となりました。

当第１四半期連結会計期間における売上におきましては、前連結会計年度より出荷繰延となった中国向けプロジェク

トをはじめ期初より予定された限られた出荷に留まったことから、売上高は1,837百万円となり、全体売上の少ない

中、一般管理販売費を負担しきれず、営業損失は282百万円となりました。 

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましても、当第１四半期連結会計期間における出荷はインド向けプロジェクトをはじめ、小型の数プ

ロジェクトに留まったため、売上高は510百万円と伸び悩み、この結果、営業利益についても辛うじて41百万円を確

保するに留まりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の資産につきましては、目立った売上がなかったことから、前連結会計年度末に比べて、受取手形

及び売掛金は、1,600百万円減少し、2,800百万円となりましたが、各プロジェクトについては順調に製造進捗してい

ることから、たな卸資産の残高は、1,900百万円増加の9,000百万円となった結果、資産合計では23,000百万円となり

ました。負債につきましては、長期借入金の約定返済が進んだことからこれが前連結会計年度末に比べて、800百万

円減少しましたが、短期借入金については350百万円の増加となったため、負債合計では18,000百万円となりまし

た。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 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）業績予想（平成20年5月16日発表）の変更は

ございません。 
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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） 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な関係会社における異動はありません。 

（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 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、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生

状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

（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 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原価法から原価法(収益性の低下による簿価の切下げの

方法)に変更しております。この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあり

ません。 
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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 3,181,381 3,337,478

受取手形及び売掛金 3,786,430 5,618,496

仕掛品 11,240,939 8,116,381

未収還付法人税等 39,348 52,433

繰延税金資産 433,435 429,459

その他 440,277 498,864

貸倒引当金 △48,653 △52,119

流動資産合計 19,073,160 18,000,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,692,113 2,711,946

機械装置及び運搬具（純額） 1,034,951 1,097,413

土地 2,448,161 2,448,161

建設仮勘定 107,239 45,087

その他（純額） 99,394 98,931

有形固定資産合計 6,381,860 6,401,539

無形固定資産   

ソフトウエア 125,655 128,297

その他 5,130 5,141

無形固定資産合計 130,785 133,439

投資その他の資産   

投資有価証券 467,335 437,807

長期貸付金 419,525 520,791

繰延税金資産 － 32,766

破産更生債権等 94,223 94,223

その他 882,366 822,330

貸倒引当金 △95,046 △95,248

投資その他の資産合計 1,768,403 1,812,671

固定資産合計 8,281,049 8,347,650

資産合計 27,354,210 26,348,644
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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 4,537,221 4,172,355

短期借入金 12,989,997 12,525,273

未払法人税等 － 7,826

前受金 1,673,690 1,422,344

賞与引当金 443,154 267,342

その他 431,747 432,527

流動負債合計 20,075,811 18,827,669

固定負債   

長期借入金 1,365,812 1,499,785

長期未払金 24,524 25,590

退職給付引当金 1,490,170 1,474,656

役員退職慰労引当金 163,900 161,800

繰延税金負債 7,188 41,559

その他 5,460 5,460

固定負債合計 3,057,055 3,208,852

負債合計 23,132,866 22,036,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,174 910,174

資本剰余金 734,930 734,930

利益剰余金 2,391,303 2,511,459

自己株式 △13,703 △13,703

株主資本合計 4,022,705 4,142,861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,655 53,094

評価・換算差額等合計 62,655 53,094

新株予約権 34,923 23,529

少数株主持分 101,058 92,637

純資産合計 4,221,344 4,312,123

負債純資産合計 27,354,210 26,348,644
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（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 2,348,826

売上原価 2,293,755

売上総利益 55,070

販売費及び一般管理費 305,737

営業損失（△） △250,666

営業外収益  

受取利息 10,201

受取配当金 2,174

持分法による投資利益 68,480

為替差益 167,879

その他 32,039

営業外収益合計 280,775

営業外費用  

支払利息 73,754

その他 17,298

営業外費用合計 91,052

経常損失（△） △60,944

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,012

特別利益合計 4,012

特別損失  

固定資産除却損 857

特別損失合計 857

税金等調整前四半期純損失（△） △57,789

法人税、住民税及び事業税 2,038

法人税等調整額 △11,834

法人税等合計 △9,795

少数株主利益 7,921

四半期純損失（△） △55,915
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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 △57,789

減価償却費 122,849

持分法による投資損益（△は益） △68,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 175,812

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,668

受取利息及び受取配当金 △12,375

支払利息 73,754

有形固定資産除却損 857

売上債権の増減額（△は増加） 1,832,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,124,381

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,550

仕入債務の増減額（△は減少） 244,610

前受金の増減額（△は減少） 251,345

為替差損益（△は益） △138,729

その他 111,517

小計 △557,449

利息及び配当金の受取額 12,375

利息の支払額 △74,635

法人税等の支払額 △9,535

営業活動によるキャッシュ・フロー △629,244

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 △27,956

無形固定資産の取得による支出 △8,835

投資有価証券の取得による支出 △146

貸付けによる支出 △7,000

貸付金の回収による収入 101,265

その他 434

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,761

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） 583,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △352,249

配当金の支払額 △48,040

少数株主への配当金の支払額 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 133,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,097

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,237,975
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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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は9,690千円であり、親会社の総務・

財務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

ｃ．海外売上高 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的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）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………フランス 

(4）北米………………アメリカ 

(5）その他……………アルゼンチン 

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。 

 
自動車用プレ
ス金型事業 

（千円） 

自動車用溶接
治具事業 

（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 1,837,881 510,944 2,348,826 － 2,348,826 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 119,121 119,121 (119,121) － 

計 1,837,881 630,065 2,467,947 (119,121) 2,348,826 

営業利益又は営業損失

（△） 
△282,373 41,397 △240,976 (9,690) △250,666 

事業区分 主要製品 

自動車用プレス金型事業  自動車用プレス金型、検査用治具 

自動車用溶接治具事業  自動車用溶接治具 

  オセアニア アジア 欧州 北米 その他 計 

海外売上高（千円） － 1,554,712 2,184 2,211 163,302 1,722,411 

連結売上高（千円）           2,348,826 

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
－ 66.2 0.1 0.1 7.0 73.3 
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（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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,578 

Ⅱ 売上原価 1,544 

売上総利益 34 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 318 

営業利益 △283 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  9 

２．受取配当金  1 

３．持分法による投資利益 17 

４．為替差益 77 

５．その他  29 

営業外収益計 135 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 52 

２．その他  14 

営業外費用計 67 

経常利益 △214 

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入  18 

２．その他  1 

特別利益計 20 

Ⅶ 特別損失   

１．固体資産除却益  0 

特別損失計  0 

税金等調整前四半期（当期）純損失 195 

法人税・住民税及び事業税 35 

法人税等調整額 △138 

少数株主利益（損失） △10 

四半期（当期）純損失 81 
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