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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,031 ― 57 ― 99 ― 45 ―

20年3月期第2四半期 7,339 25.5 310 △25.9 338 △11.8 202 △2.3

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2四半期 1.55 ―

20年3月期第2四半期 7.01 ―

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 17,740 11,817 66.6 408.98
20年3月期 18,605 12,074 64.9 417.83

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  11,817百万円 20年3月期  12,074百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 14,200 △6.3 260 △59.4 320 △51.1 210 △46.4 7.26

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,307,396株 20年3月期 31,307,396株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 2,412,229株 20年3月期 2,408,762株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期 28,896,120株 20年3月期第2四半期 28,904,302株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の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場合があり 
  ます。 
２．当会計年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  なお、当第２四半期会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第 
  50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．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、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融不

安を背景とする世界的な景気の減速や、原材料価格の高騰、円高などの影響により、先行き不透明感がさ

らに強まる状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社は、積極的な営業活動を展開するとともに、生産体制の強化及び効率化を推

進し、またコスト削減の徹底を図るなど、業績の向上に努めてまいりましたが、金属加工品やばね成形機

の売上高が減少したことなどにより、当第２四半期累計期間の売上高は70億３千１百万円と前年同期比

4.1％減少いたしました。また、利益面につきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用によ

る評価減を計上したことなどにより、営業利益が５千７百万円と前年同期比81.6％の減少、経常利益が９

千９百万円と前年同期比70.5％の減少、四半期純利益が４千５百万円と前年同期比77.7％の減少となりま

した。 

 以下部門別の売上高についてご説明申しあげます。 

 「金属加工品」につきましては、主力の水晶振動子用ケースに加えて、自動車関連部品や、文具関連製

品などが減少したことから、24億１千５百万円と前年同期比13.3％の減少となりました。「銃弾」につきま

しては、20億４千７百万円と前年同期比29.3％の増加となりました。「プレス」につきましては、電池ケー

ス加工用は堅調に推移したものの、自動車関連向けが減少したことなどから、10億８千９百万円と前年同

期比5.3％の減少となりました。「航空機部品」につきましては、787型機の受注計画の変更の影響を受け、

５億５千７百万円と前年同期比16.7％の減少となりました。「自動組立機」は、５億４千３百万円と前年同

期比0.2％の増加となりました。「ばね成形機」につきましては、自動車関連向けが減少したことなどから、

３億７百万円と前年同期比39.2％の減少となりました。 

 

※ 対前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前期末より８億６千４百万円の減少となりました。これは主に、売上債権

が５億４百万円減少したことなどによるものです。負債につきましては、６億７百万円の減少となりまし

た。これは主に、未払法人税等が２億１百万円減少したことなどによるものです。純資産につきましては、

２億５千７百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余金が１億２千８百万円減少したことなどに

よるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期通期の業績予想につきましては、金属加工品、航空機部品及びばね成形機の売上が当初

予想より減少する見込みとなるため、業績予想を修正いたします。 

 なお、平成20年９月５日付の業績予想の修正に関するお知らせで発表いたしました通期の業績予想との

差異は、以下の通りです。 

 

（通期） 

 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） 14,600 360 410 260 8.99

今回修正予想（Ｂ） 14,200 260 320 210 7.26

増 減 額（Ｂ－Ａ） △400 △100 △90 △50 － 

増 減 率（％） △2.7 △27.7 △21.9 △19.2 － 

前 期 実 績 15,159 641 655 392 13.56
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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 

 貸倒実績率等が前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、前会計年度決

算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。 

② 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

④ 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、前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、前会計年度決算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。 

⑤ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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。 
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(2) 四半期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

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、当第２四半期会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きに

より、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 当会計年度より「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、製品及び仕掛品については総平均法または個別法による、原材料及び貯蔵品については移動平均

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。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ８

千４百万円減少しております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 当会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

ありません。 

④  法人税法の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、当会計年度より機械及び装置に係る耐用年数の

短縮を行っております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益は３千４百万円、経常利益及び税引前四半期純利益

は３千６百万円、それぞれ減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,605,679 2,529,446

受取手形及び売掛金 3,559,518 4,064,185

製品 213,949 265,127

仕掛品 1,867,261 1,694,434

原材料及び貯蔵品 881,397 1,002,136

その他 250,078 227,780

貸倒引当金 △4,300 △4,900

流動資産合計 9,373,585 9,778,212

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,034,608 2,079,082

機械及び装置（純額） 2,927,835 3,060,501

その他（純額） 999,765 1,155,994

有形固定資産合計 5,962,209 6,295,578

無形固定資産 70,597 72,236

投資その他の資産   

投資有価証券 1,720,446 1,939,652

その他 621,444 527,278

貸倒引当金 △7,400 △7,114

投資その他の資産合計 2,334,490 2,459,817

固定資産合計 8,367,297 8,827,631

資産合計 17,740,883 18,605,844
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(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 2,540,496 2,553,738

短期借入金 1,440,000 1,440,000

未払法人税等 66,674 267,811

賞与引当金 258,550 323,082

その他 499,100 656,055

流動負債合計 4,804,822 5,240,688

固定負債   

退職給付引当金 983,090 1,035,441

役員退職慰労引当金 132,123 254,785

その他 3,150 －

固定負債合計 1,118,364 1,290,226

負債合計 5,923,186 6,530,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,378 3,469,268

利益剰余金 3,891,605 4,019,927

自己株式 △330,857 △330,032

株主資本合計 11,205,543 11,334,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 612,152 735,605

繰延ヘッジ損益 － 4,742

評価・換算差額等合計 612,152 740,348

純資産合計 11,817,696 12,074,928

負債純資産合計 17,740,883 18,605,844
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 7,031,656

売上原価 6,230,145

売上総利益 801,510

販売費及び一般管理費 744,379

営業利益 57,130

営業外収益  

受取利息 2,572

受取配当金 21,867

その他 65,670

営業外収益合計 90,110

営業外費用  

支払利息 8,647

その他 38,851

営業外費用合計 47,498

経常利益 99,742

特別利益  

貸倒引当金戻入額 600

特別利益合計 600

特別損失  

固定資産売却損 683

固定資産除却損 1,402

投資有価証券評価損 1,478

特別損失合計 3,563

税引前四半期純利益 96,779

法人税等 51,710

四半期純利益 45,069
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 96,779

減価償却費 574,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） △314

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,532

退職給付引当金の増減額（△は減少） △52,351

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △122,661

受取利息及び受取配当金 △24,440

支払利息 8,647

有形固定資産売却損益（△は益） 683

有形固定資産除却損 1,352

売上債権の増減額（△は増加） 504,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △909

仕入債務の増減額（△は減少） △13,241

その他 △110,872

小計 796,867

利息及び配当金の受取額 24,440

利息の支払額 △8,600

法人税等の支払額 △251,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 561,205

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 △310,161

有形固定資産の売却による収入 2,339

無形固定資産の取得による支出 △6,185

投資有価証券の取得による支出 △2,406

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,953

貸付金の回収による収入 1,370

その他 657

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,432

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,083

自己株式の売却による収入 369

配当金の支払額 △172,802

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,232

現金及び現金同等物の期首残高 2,529,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,605,679
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 当会計年度より「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、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、当第２四半期会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一

部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

（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）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】

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) 中間損益計算書

（単位：千円）

7,339,117

6,330,058

1,009,059

698,196

310,862

89,148

( 4,792 )

( 23,172 )

( 61,183 )

61,242

( 8,835 )

( 52,407 )

338,768

－

4,300

( 3,235 )

( 1,065 )

334,467

131,607

202,860

前年中間期

自 平成19年４月１日

営業利益

売上高

至 平成19年９月30日

その他

固定資産除却損

固定資産売却損

期別

科目

販売費及び一般管理費

売上原価

売上総利益

営業外収益

受取利息

法人税等

経常利益

特別利益

特別損失

税引前中間純利益

中間純利益

その他

支払利息

受取配当金

営業外費用
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(2) 中間キャッシュ･フロー計算書

（単位：千円）

自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日

334,467   

507,363   

△10,832   

△83,003   

△38,476   

18,842   

△27,964   

8,835   

1,065   

2,437   

234,276   

△34,193   

137,176   

△28,897   

1,021,097   

27,964   

△4,218   

△218,904   

825,939   

△594,877   

2,990   

△12,260   

△2,383   

257   

2,033   

△604,240   

△1,846   

349   

△172,600   

△174,097   

2   

47,604   

2,393,338   

2,440,942   

税引前中間純利益

減価償却費

貸倒引当金の増減額(減少:△)

期別

科目

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ･フロー

支払利息

有形固定資産売却損益(売却益:△)

賞与引当金の増減額(減少:△)

退職給付引当金の増減額(減少:△)

役員退職金引当金の増減額(減少:△)

受取利息及び受取配当金

仕入債務の増減額(減少:△)

その他の増減額

小計

有形固定資産除却損

売上債権の増減額(増加:△)

たな卸資産の増減額(増加:△)

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ･フロー

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ･フロー

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

有形固定資産の売却による収入

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末残高

前年中間期

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ･フロー

自己株式の売却による収入

従業員長期貸付金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ･フロー

関係会社長期貸付金の回収による収入

自己株式の取得による支出
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