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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,389 ― 340 ― 444 ― 236 ―
20年3月期第2四半期 8,552 △4.5 529 △31.4 626 △25.1 366 △17.6

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2四半期 15.79 ―
20年3月期第2四半期 24.51 ―

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2四半期 16,354 11,347 67.7 740.12
20年3月期 17,354 11,181 62.9 728.86

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  11,069百万円 20年3月期  10,908百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,970 △13.8 690 △39.1 880 △33.7 480 △36.7 32.09

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） 

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） 

※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７月30日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、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
値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３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。 
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2四半期 15,058,152株 20年3月期 15,058,152株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 101,791株 20年3月期 91,560株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 14,961,984株 20年3月期第2四半期 14,974,445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２四半期累計期間におけるわが国経済は原油・原材料価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融不安などにより景気の減速傾向が強まってまいりました。

このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引業界である自動車業界向けの

鍛工品及び金型の両事業は自動車販売の低迷の影響を受け減収、一般機械事業においても印刷機械及び専用機が景気

の不透明感を反映し、顧客の設備投資の先送りや縮小等も見られ減収となりましたので、連結売上高は7,389百万円

（前年同期比13.6％減）となりました。

売上高を事業の種類別セグメントで申し上げますと、次のとおりであります。

鍛工品（自動車部品等）は、国内及び北米において、低燃費車種の小型車に好調さは見られましたが大型車及び二

輪車の販売不振による顧客の生産調整の影響を受け4,288百万円（同5.2％減）となりました。

一般機械は、たばこ製造用機械並びに同装置において受注を伸ばし増収となりましたが、印刷機械は、印刷資材の

高騰やスーパー、百貨店等の売上減の影響から印刷業界への食品ラベル印刷の需要の落ち込みなど、国内景気の減速

影響を受け減収となりました。専用機につきましても顧客の設備投資抑制により減収となりましたので一般機械全体

では2,313百万円（同16.8％減）となりました。

金型は、ダイカスト金型の販売が低迷している自動車業界からの需要が大幅に落ち込み減収となり、ロータリーダ

イは医薬品業界向けに好調に受注を伸ばしましたので増収となりましたが金型全体では780百万円（同36.7％減）と

なりました。

その他（石油類販売等）は、ほぼ前期並みの137百万円（1.1％増）となりました。

収益面では減収による固定費負担増及び競合による販売価格の低下などの影響や法人税法の改正による減価償却費

の増加並びに棚卸資産に関する会計基準の変更等の影響もあり、営業利益は340百万円（同35.8％減）、経常利益は

444百万円（同29.1％減）、第２四半期累計期間純利益は236百万円（同35.6％減）といずれも減益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は16,354百万円となり、前連結会計年度末に比べ999百万円減少いたしまし

た。これは主に長短借入金の返済による現金及び預金の減少と減収による受取手形及び売掛金の減少によるものであ

ります。

負債合計は5,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,166百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金の減少と長短借入金の返済と確定納付による未払法人税等の減少によるものであります。

純資産合計につきましては11,347百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円増加いたしました。これは主

に配当金等の支払はありましたが当四半期純利益の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は67.7％と

なりました。

（キャッシュフローの状況）

当第２四半期連結累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、税金等調整前四半期純

利益434百万円、減価償却費339百万円、売上債権の減少額323百万円などがあったものの短期借入金の返済による

支出600百万円、仕入債務の減少額458百万円、有形固定資産の取得による支出313百万円などがありましたので、

2,360百万円となり前連結会計年度末に比べ872百万円減少いたしました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は191百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額458百万円、たな卸資産の

増加額255百万円、法人税等の支払額243百万円あったものの税金等調整前四半期純利益434百万円、減価償却費339

百万円、売上債権の減少額323百万円あったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は354百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出313百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により支出した資金は708百万円となりました。これは主に返済による借入金の減少額628百万円、配当

金の支払額74百万円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

今後の見通しにつきましては、第２四半期までの事業環境及び経営成績は厳しい状況で推移いたしました。第３四

半期以降につきましても景気の減速感がさらに強まり、同様の傾向が続くものと予想しております。

当社グループといたしましては、既存顧客の受注拡大、新規顧客の開拓に引き続き注力し、併せて、生産性の向上

や製造原価の低減に努め、業績の改善に取り組んでまいります。

第２四半期累計期間における業績状況などを勘案し、業績の見通しを行った結果、次のとおり平成20年７月30日に

公表いたしました通期業績予想を修正いたしました。

連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 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

　前回発表予想（Ａ） 16,380 910 1,090 620 41.44

　今回修正予想（Ｂ） 14,970 690 880 480 32.09

　増減率（Ｂ－Ａ） △1,410 △220 △210 △140 －

　増減率（％） △8.6 △24.2 △19.3 △22.6 －

 （ご参考）前期実績

 （平成20年３月31日） 17,361 1,132 1,326 758 50.64

（参考）

個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 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

　前回発表予想（Ａ） 15,800 810 1,000 590 39.43

　今回修正予想（Ｂ） 14,340 610 810 460 30.76

　増減率（Ｂ－Ａ） △1,460 △200 △190 △130 －

　増減率（％） △9.2 △24.7 △19.0 △22.0 －

 （ご参考）前期実績

 （平成20年３月31日） 16,917 1,035 1,239 723 48.30



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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率は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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。

②　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

③　繰延税金資産の算定方法

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、かつ、一時差異等の発

生状況に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使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

④　税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計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しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等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　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　たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（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。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ36百万円減少しております。

③　「連結財務諸表作成における存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存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　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

なお、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,503,334 3,331,246

受取手形及び売掛金 4,339,600 4,682,888

有価証券 238,535 238,111

商品 6,194 5,693

製品 201,940 150,909

原材料 277,274 250,573

仕掛品 1,538,979 1,361,754

貯蔵品 139,385 139,199

繰延税金資産 198,505 196,638

その他 303,979 261,960

貸倒引当金 △77,238 △73,213

流動資産合計 9,670,491 10,545,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 867,497 888,336

機械装置及び運搬具（純額） 1,765,126 1,879,849

工具、器具及び備品（純額） 204,454 209,556

土地 1,255,289 1,219,789

建設仮勘定 55,446 44,624

有形固定資産合計 4,147,813 4,242,156

無形固定資産 74,622 79,615

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311,281 1,297,341

賃貸不動産（純額） 1,020,815 1,030,706

繰延税金資産 119,247 142,289

その他 41,493 62,894

貸倒引当金 △31,361 △46,419

投資その他の資産合計 2,461,476 2,486,812

固定資産合計 6,683,912 6,808,584

資産合計 16,354,403 17,354,345



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,018,639 3,489,547

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 54,400 57,600

未払法人税等 182,392 250,795

賞与引当金 361,180 371,700

受注損失引当金 27,600 13,500

その他 394,297 423,278

流動負債合計 4,038,509 5,206,421

固定負債   

長期借入金 － 25,600

退職給付引当金 745,220 728,948

役員退職慰労引当金 85,279 76,166

受入保証金 137,292 135,940

その他 352 －

固定負債合計 968,144 966,655

負債合計 5,006,654 6,173,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,794,882 7,633,510

自己株式 △34,906 △30,203

株主資本合計 10,434,458 10,277,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 572,155 565,117

為替換算調整勘定 62,874 65,660

評価・換算差額等合計 635,030 630,778

少数株主持分 278,260 272,700

純資産合計 11,347,749 11,181,268

負債純資産合計 16,354,403 17,354,345



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,389,618

売上原価 6,335,050

売上総利益 1,054,567

販売費及び一般管理費 714,554

営業利益 340,013

営業外収益  

受取利息 5,256

受取配当金 17,976

不動産賃貸料 111,894

その他 24,353

営業外収益合計 159,480

営業外費用  

支払利息 2,284

不動産賃貸費用 49,782

その他 3,288

営業外費用合計 55,354

経常利益 444,139

特別利益  

固定資産売却益 3,061

貸倒引当金戻入額 38

特別利益合計 3,099

特別損失  

固定資産除却損 12,191

固定資産売却損 118

特別損失合計 12,309

税金等調整前四半期純利益 434,929

法人税等 191,803

少数株主利益 6,921

四半期純利益 236,204



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 434,929

減価償却費 339,138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,271

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,520

受注損失引当金の増減額（△は減少） 14,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,033

受取利息及び受取配当金 △23,233

支払利息 2,284

固定資産除売却損益（△は益） 9,247

売上債権の増減額（△は増加） 323,580

たな卸資産の増減額（△は増加） △255,644

仕入債務の増減額（△は減少） △458,465

その他の資産の増減額（△は増加） 41,466

その他の負債の増減額（△は減少） △18,189

小計 413,045

利息及び配当金の受取額 23,176

利息の支払額 △831

法人税等の支払額 △243,963

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,427

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △255,357

定期預金の払戻による収入 209,791

有価証券の取得による支出 △12,953

有価証券の償還による収入 13,000

有形固定資産の取得による支出 △313,761

有形固定資産の売却による収入 4,577

投資有価証券の取得による支出 △2,127

貸付金の回収による収入 1,113

その他 1,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,365

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △600,000

長期借入金の返済による支出 △28,800

自己株式の取得による支出 △4,703

配当金の支払額 △74,163

少数株主への配当金の支払額 △529

財務活動によるキャッシュ・フロー △708,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △872,354

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,360,130



　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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

（単位：千円）

鍛　工　品 一般機械 金　　型 そ　の　他 計 消去又は
全社 連　　結

売　上　高

（１）外部顧客に対する

売上高
4,288,237 2,281,555 780,064 39,760 7,389,618 － 7,389,618

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 32,250 － 97,731 129,981 (129,981) －

計 4,288,237 2,313,805 780,064 137,492 7,519,600 (129,981) 7,389,618

営　業　費　用 4,074,067 2,172,922 753,601 125,131 7,125,723 (76,118) 7,049,604

営　業　利　益 214,169 140,883 26,463 12,360 393,876 (53,863) 340,013

ｂ．所在地別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,552,630 100.0

Ⅱ　売上原価  7,244,743 84.7

売上総利益  1,307,887 15.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  778,325 9.1

営業利益  529,561 6.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 3,636   

２．受取配当金 16,189   

３．不動産賃借料 116,814   

４．その他 18,342 154,983 1.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 8,583   

２．賃貸用不動産管理費 47,830   

３．その他 1,544 57,958 0.7

経常利益  626,586 7.3

Ⅵ　特別利益    

１.固定資産売却益 3,438   

２．貸倒引当金戻入益 147 3,585 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損  13,284 0.1

税金等調整前中間純利益  616,887 7.2

法人税、住民税及び事業税 254,381   

法人税等調整額 2,430 256,812 3.0

少数株主損失（△）  △6,910 △0.1

中間純利益  366,985 4.3



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 616,887

減価償却費 305,368

役員退職給与引当金の増減額（減少：△） △38,155

退職給付引当金の増減額（減少：△）　 10,159

賞与引当金の増減額（減少：△）　 550

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 47,237

受取利息及び受取配当金 △19,825

支払利息 8,583

固定資産売却益 △3,438

固定資産除売却損 13,284

売上債権の増減額（増加：△） 110,342

たな卸資産の増減額（増加：△） △9,462

仕入債務の増減額（減少：△）　 △307,365

その他資産の増減額（減少：△）　 42,511

その他負債の増減額（減少：△）　　 2,441

小計 779,117

利息及び配当金の受取額 19,775

利息の支払額 △7,980

法人税等の支払額 △349,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 441,287

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △210,571

定期預金の払戻による収入 179,277

有価証券の取得による支出 △12,953

有価証券の償還による収入 13,000

有形固定資産の取得による支出 △234,125

有形固定資産の売却による収入 6,480

無形固定資産の取得による支出 △400

賃貸用不動産の取得による支出 △813

投資有価証券の取得による支出 △1,442

貸付金の回収による収入 1,363

その他 4,579

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,605



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,500,000

長期借入金の返済による支出 △51,480

自己株式の取得による支出 △5,573

配当金の支払額 △59,365

少数株主への配当金の支払額 △664

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,084

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,942

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △20,460

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,982,675

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,962,215



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

（単位：千円）

鍛　工　品 一般機械 金　　型 そ　の　他 計
消去又は
全社

連　　結

売　上　高

（１）外部顧客に対する

売上高
4,522,292 2,754,473 1,232,150 43,713 8,552,630 － 8,552,630

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 25,355 12 92,284 117,652 (117,652) －

計 4,522,292 2,779,829 1,232,163 135,997 8,670,282 (117,652) 8,552,630

営　業　費　用 4,313,530 2,480,429 1,179,697 124,692 8,098,349 (75,279) 8,023,069

営　業　利　益 208,762 299,399 52,466 11,305 571,933 (42,372) 529,561

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を

超えているため、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

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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