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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 12,669 ― 518 ― 750 ― 517 ―
20年3月期第2四半期 11,695 11.8 697 38.3 837 32.6 422 △3.0

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 32.69 ―
20年3月期第2四半期 28.33 ―

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 21,242 7,919 37.3 499.87
20年3月期 19,863 7,515 37.8 474.28

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,919百万円 20年3月期  7,515百万円

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 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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 25,150 3.5 430 △54.7 760 △38.7 620 △11.4 39.13

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）  有  

平成20年７月13日に当社の連結子会社である東北精工株式会社を吸収合併しております。  

(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  無  

(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、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11月５日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表し、平成21年３月期の連結業績予想数値及び個別業績予想数値を修正しております。なお、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測数値と異なる場合があります。上記予
想に関する事項は、定性的情報・財務情報等３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２.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「四半期財務諸表等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 1 社 （社名 東北精工株式会社 ）

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  15,885,928株 20年3月期  15,885,928株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  43,115株 20年3月期  39,914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  15,844,632株 20年3月期第2四半期  14,908,875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 

 当社グループの主要取引先であります自動車業界では、国内市場におきましては、普通・小型トラックは排ガス規

制に伴う買い替え需要が一巡したことにより減少傾向となりましたが、乗用車は微増となりました。一方、海外市場

におきましては、新興国・資源国向けの輸出が好調であったことをうけ、増加傾向となりました。その結果、国内と

海外を合わせた国内生産は、高水準で推移いたしました。当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高は

126億69百万円、営業利益は５億18百万円、経常利益は７億50百万円、四半期純利益は５億17百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産額は212億42百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億78百万円増加しました。増減

の主な要因は、設備投資の増加等に伴う有形固定資産の13億47百万円増、鋼材価格アップに伴う棚卸資産の４億89百

万円増はあるものの、株価低迷等の影響もあり投資有価証券が３億74百万円減少したこと等によるものであります。

 負債総額は133億22百万円となり、前連結会計年度末と比較し９億74百万円増加しました。増加の主な要因は、新

規設備投資の増加に伴う設備関係支払手形が６億10百万円増加したこと等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21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の通期連結業績予想及び通期個別業績予想について、平

成20年５月19日に当社「平成20年３月期 決算短信」で公表いたしました業績予想を平成20年11月５日に下記のとお

り修正いたしました。 

  

  

 (通期連結業績予想） （単位：百万円）

  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 

 平成20年５月19日発表予想（Ａ） 25,200 950 1,240 700 44円18銭 

 平成20年11月５日発表予想（Ｂ） 25,150 430 760 620 39円13銭 

 増減額（Ｂ－Ａ） △50 △520 △480 △80   

 増減率（％） △0.2 △54.7 △38.7 △11.4   

 （通期個別業績予想） （単位：百万円）

  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 

 平成20年５月19日発表予想（Ａ） 16,600 560 960 600 37円86銭 

 平成20年11月５日発表予想（Ｂ） 17,090 320 810 790 49円86銭 

 増減額（Ｂ－Ａ） 490 △240 △150 190   

 増減率（％） 3.0 △42.9 △15.6 31.7   
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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） 

 平成20年７月13日に当社の連結子会社である東北精工株式会社を吸収合併をしておりますが、当第２四半期連

結累計期間中の収益は連結損益計算書に反映しております。 

  

（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 

 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 

 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。 

(追加情報) 

  (有形固定資産の耐用年数の変更) 

  鉄鋼鍛造業用の固定資産のうち、すべての機械装置について、平成20年度の法人税法の改正に伴い、耐用年

数９年を採用しております。 

  この結果、従来と同一の基準によった場合と比較して減価償却費は53,778千円増加し、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同額減少しております。 
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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 1,077,682 1,309,371

受取手形及び売掛金 4,588,373 4,372,424

製品 231,545 175,230

原材料 317,331 185,666

仕掛品 1,612,810 1,305,232

貯蔵品 394,996 466,213

金型 652,080 587,131

繰延税金資産 297,749 311,483

その他 562,425 639,003

貸倒引当金 △510 △497

流動資産合計 9,734,484 9,351,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,417,048 3,348,763

減価償却累計額 △1,625,383 △1,786,764

建物及び構築物（純額） 1,791,665 1,561,999

機械装置及び運搬具 15,970,367 14,984,978

減価償却累計額 △10,778,140 △10,624,008

機械装置及び運搬具（純額） 5,192,227 4,360,970

土地 1,496,248 1,495,043

その他 2,473,120 2,148,486

減価償却累計額 △1,378,867 △1,339,394

その他（純額） 1,094,252 809,092

有形固定資産合計 9,574,394 8,227,104

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 1,984 1,984

ソフトウエア 22,919 13,170

無形固定資産合計 41,580 31,831

投資その他の資産   

投資有価証券 1,781,606 2,156,235

繰延税金資産 76,787 63,679

その他 33,154 33,292

投資その他の資産合計 1,891,548 2,253,207

固定資産合計 11,507,523 10,512,144

資産合計 21,242,007 19,863,403
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（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 7,155,540 6,756,191

短期借入金 1,442,036 1,074,324

未払法人税等 201,379 266,633

未払消費税等 － 108,192

賞与引当金 356,931 344,431

役員賞与引当金 － 6,800

設備関係支払手形 1,144,939 534,628

その他 1,045,795 1,168,539

流動負債合計 11,346,622 10,259,739

固定負債   

長期借入金 735,980 997,654

繰延税金負債 93,024 154,244

退職給付引当金 784,216 743,991

役員退職慰労引当金 49,188 77,120

その他 313,603 115,263

固定負債合計 1,976,012 2,088,273

負債合計 13,322,634 12,348,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,694,767 1,694,767

資本剰余金 1,327,996 1,327,996

利益剰余金 4,654,048 4,183,756

自己株式 △14,205 △13,483

株主資本合計 7,662,607 7,193,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 191,983 239,550

為替換算調整勘定 64,782 82,803

評価・換算差額等合計 256,765 322,353

純資産合計 7,919,373 7,515,390

負債純資産合計 21,242,007 19,863,403
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（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 12,669,205

売上原価 11,650,095

売上総利益 1,019,109

販売費及び一般管理費  

発送運賃 174,892

貸倒引当金繰入額 13

給料及び手当 176,464

賞与引当金繰入額 23,589

退職給付引当金繰入額 3,743

役員退職慰労引当金繰入額 4,968

その他 116,744

販売費及び一般管理費合計 500,414

営業利益 518,694

営業外収益  

受取利息 1,962

受取配当金 7,975

持分法による投資利益 247,968

その他 37,711

営業外収益合計 295,617

営業外費用  

支払利息 21,972

支払手数料 15,700

その他 26,104

営業外費用合計 63,777

経常利益 750,534

特別利益  

固定資産処分益 5,000

その他 84,668

特別利益合計 89,668

特別損失  

固定資産処分損 81,231

特別損失合計 81,231

税金等調整前四半期純利益 758,972

法人税、住民税及び事業税 255,131

法人税等調整額 △14,052

法人税等合計 241,078

四半期純利益 517,893
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,638,670

売上原価 6,154,951

売上総利益 483,718

販売費及び一般管理費  

発送運賃 85,654

貸倒引当金繰入額 13

給料及び手当 81,833

賞与引当金繰入額 10,887

退職給付引当金繰入額 2,458

役員退職慰労引当金繰入額 1,344

その他 54,692

販売費及び一般管理費合計 236,882

営業利益 246,835

営業外収益  

受取利息 1,131

受取配当金 2,752

持分法による投資利益 70,712

その他 18,103

営業外収益合計 92,700

営業外費用  

支払利息 10,435

支払手数料 7,850

その他 18,129

営業外費用合計 36,415

経常利益 303,120

特別利益  

固定資産処分益 5,000

その他 84,668

特別利益合計 89,668

特別損失  

固定資産処分損 64,503

特別損失合計 64,503

税金等調整前四半期純利益 328,286

法人税、住民税及び事業税 34,517

法人税等調整額 43,302

法人税等合計 77,820

四半期純利益 250,465
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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 758,972

減価償却費 563,370

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,225

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,932

受取利息及び受取配当金 △9,938

支払利息 21,972

持分法による投資損益（△は益） △247,968

その他の営業外損益（△は益） △11,606

有形固定資産処分損益（△は益） 76,231

売上債権の増減額（△は増加） △215,948

たな卸資産の増減額（△は増加） △489,289

仕入債務の増減額（△は減少） 399,349

未払消費税等の増減額（△は減少） △108,192

その他の資産・負債の増減額 138,900

小計 893,857

利息及び配当金の受取額 526,695

利息の支払額 △23,445

法人税等の支払額 △308,884

その他の収入 14,427

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,102,649

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △1,379,683

有形固定資産の売却による収入 5,469

無形固定資産の取得による支出 △11,913

投資有価証券の取得による支出 △6,288

長期貸付金の回収による収入 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,392,115

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） 380,000

長期借入金の返済による支出 △273,962

その他 △48,260

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △231,688

現金及び現金同等物の期首残高 1,289,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,057,682
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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 

〔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) 

 鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全ゼグメントの売上高の合計、営業利

益及び全ゼグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

  

〔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) 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

（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。 

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 
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「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   
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   11,695,049 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,493,914 89.7 

売上総利益   1,201,135 10.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

 １．発送梱包費 181,236     

 ２．貸倒引当金繰入額 1,086     

 ３．給料手当 166,901     

 ４．賞与引当金繰入額 21,454     

 ５．役員賞与引当金繰入額 3,400     

 ６．退職給付引当金繰入額 2,215     

 ７．役員退職慰労引当金繰入額 8,689     

 ８．その他 118,508 503,491 4.3 

営業利益   697,643 6.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 463     

２．受取配当金 7,783     

３．持分法による投資利益 183,478     

４．その他 28,907 220,632 1.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 37,774     

２．支払手数料 19,549     

３．休止固定資産減価償却額 730     

４．その他 23,145 81,200 0.7 

経常利益   837,076 7.2 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産処分損 109,916     

２．役員退職慰労金 58,151 168,067 1.5 

税金等調整前中間純利益   669,008 5.7 

法人税、住民税及び事業税 258,834     

法人税等調整額 △12,166 246,668 2.1 

中間純利益   422,340 3.6 
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（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 669,008 

減価償却費 468,284 

賞与引当金の増加(減少△)額 12,352 

役員賞与引当金の増加(減少△)額 △3,400 

貸倒引当金の増加(減少△)額 1,086 

退職給付引当金の増加(減少△)額 39,252 

役員退職慰労引当金の増加(減少△)
額 

△51,475 

受取利息及び受取配当金 △8,246 

支払利息 37,774 

役員賞与の支払 △6,800 

持分法による投資利益 △183,478 

その他の営業外損益 △5,762 

有形固定資産処分損 109,916 

売掛債権の減少(増加△)額 △308,775 

たな卸資産の減少(増加△)額 134,504 

仕入債務の増加(減少△)額 76,157 

未払消費税等の増加(減少△)額 81,805 

その他の増加(減少△)額 50,377 

小計 1,112,583 

利息及び配当金の受取額 376,937 

利息の支払額 △38,947 

その他営業外損益 11,461 

法人税等の支払額 △76,664 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,385,370 

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 △20,000 

定期預金の払戻による収入 20,000 

有形固定資産の取得による支出 △832,110 

有形固定資産の売却による収入 50 

無形固定資産の取得による支出 △1,650 

投資有価証券の取得による支出 △5,949 

長期貸付金の返済による収入 1,300 

投資活動によるキャッシュ・フロー △838,359 
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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   

短期借入金の増加(減少△)額 △1,450,000 

長期借入れによる収入 200,000 

長期借入金に返済による支出 △231,870 

新株式の発行による収入 989,800 

その他 △40,760 

財務活動によるキャッシュ・フロー △532,830 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(減少△)額 14,181 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,943,009 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,957,190 
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（３）セグメント情報 

〔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） 

      鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全ゼグメントの売上高の合計、営業

利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しておりま

す。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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