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1.  平成21年６月期第１四半期の連結業績（平成20年７月1日～平成20年９月30日） 

（注）当社は、平成21年６月期より第１四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年６月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。  

(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6月期第1四半期 1,225 ― 116 ― 115 ― 54 ―
20年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 40.97 ―
20年6月期第1四半期 ― ―

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6月期第1四半期 6,334 4,486 70.8 3,388.40
20年6月期 6,151 4,506 73.3 3,403.35

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  4,486百万円 20年6月期  4,506百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成21年６月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30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 2,510 ― 295 ― 290 ― 145 ― 109.51
通期 5,210 2.2 685 △3.3 685 7.2 370 7.2 279.44

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 
・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。 
・本資料に記載されている業績見直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。  

 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有
② ①以外の変更   有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  1,355,000株 20年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  30,939株 20年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  1,324,061株 20年6月期第1四半期      ―株

1



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の経済情勢を概観しますと、世界経済は先進国を中心に減速基調となりました。またわ

が国の経済につきましても、米国経済の悪化、金融不安や原油・原材料価格高騰等の影響を受け減速感が強まり、国

内経済を牽引してきた輸出が鈍化するなど、景気は後退局面に入ってまいりました。

当社の主要顧客である自動車部品関連業界では、自動車メーカーの年間生産・販売台数予測の下方修正を受けて、

８月以降に一部在庫調整がなされ、生産調整の動きが出ております。またデジタル家電・光学機器・情報通信機器業

界についても、未だ受注動向に特徴的な変化はありませんが、先行き不透明な状況にあると考えております。

この様な環境下当社グループは、ドライルーブ事業部門において既存コーティング加工製品の安定受注を狙う営業

活動を行い、また新規加工部品の受注拡大に向けた諸活動を継続して実施しました。その他部門では、ＩＭＣ製品の

量産受注に向けた営業活動を積極的に展開しました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の連結経営成績につきましては、一部の自動車部品メーカーの在庫調整

局面もありましたが、売上高は1,225百万円、営業利益は116百万円、経常利益は115百万円、四半期純利益は54百万

円となりました。

当第１四半期連結会計期間における事業部門別概況は次のとおりであります。

＜ドライルーブ事業＞

自動車部品関連メーカーでは８月以降に在庫調整が進み、一部受注が低下する期間がありましたが、一方で自動車

エンジン機構（給排気関連）に係る部品の新規受注分の量産化が進捗しました。デジタル家電・光学機器・情報通信

機器関連の受注は、現状では当初見込みどおりの推移をしております。当第１四半期連結会計期間におけるドライ

ルーブ事業の売上高は1,220百万円となりました。　

中国子会社の広州徳来路博科技有限公司の生産設備が完成しました。現地での受注活動を併進しており、本格操業

に向けて生産設備の最終調整を行っております。

　＜その他事業＞

当第１四半期連結会計期間におけるＩＭＣ関連商品の販売実績は、４百万円となりました。この期間にＩＭＣ製品

の量販受注活動を行いましたが、その成果は第２四半期以降に順次結実する見込みです。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加し、6,334百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の202百万円の増加により、流動資産が183百万円増加したことによるものです。

固定資産につきましては、有形固定資産64百万円の増加がありましたが、投資その他の資産における関係会社出

資金が持分法の適用により66百万円減少し、微減の3,744百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ203百万円増加し、1,847百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少84百万円、未払法人税等の減少68百万円及び長期借入金の増加300百万円

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）等によるものです。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、4,486百万円となりました。

これは主に、配当の支払33百万円及び四半期純利益の54百万円等により株主資本合計は21百万円増加の4,451百万

円となりましたが、評価・換算差額等が前連結会計年度末に比べ41百万円減少したことによるものです。

これらの結果、自己資本比率は70.8％となりました。　

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、1,279百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は、次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益113百

万円、減価償却費57百万円の収入がありましたが、法人税等の支払額137百万円等により43百万円の収入となり

ました。

東洋ドライルーブ株式会社（4976）平成21年６月期　第１四半期決算短信

2



　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

110百万円等により、112百万円の支出となりました。

　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円

がありましたが、配当金の支払額33百万円により、266百万円の収入となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年度６月期の業績予想につきましては、平成20年８月８日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

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

　　簡便な会計処理

　　① たな卸資産の評価方法

　　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定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

会計処理基準に関する事項の変更

　① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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 たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出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、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く帳簿切下げの方法）により算定しております。これによる営業利益、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軽微であります。

③ リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る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。これに

よる損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。
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④ 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

　「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」（企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。これによる営業利益、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軽微であり

ます。

⑤ 有形固定資産の耐用年数の変更

当社は法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、機械装置について、当

第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しております。これによる営業利益、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軽微であります。
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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１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,485,607 1,282,687

受取手形及び売掛金 866,938 857,170

商品 1,648 1,454

製品 73,213 128,210

原材料 45,868 48,526

仕掛品 40,797 40,131

繰延税金資産 31,622 21,080

その他 44,130 26,743

貸倒引当金 △94 △100

流動資産合計 2,589,732 2,405,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,547,837 1,524,499

減価償却累計額 △693,798 △678,815

建物及び構築物（純額） 854,038 845,684

機械装置及び運搬具 1,100,128 1,121,893

減価償却累計額 △553,418 △541,933

機械装置及び運搬具（純額） 546,709 579,960

工具、器具及び備品 80,734 77,246

減価償却累計額 △54,568 △51,161

工具、器具及び備品（純額） 26,166 26,084

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 278,274 188,693

有形固定資産合計 2,930,333 2,865,568

無形固定資産 9,465 10,471

投資その他の資産   

投資有価証券 23,468 28,144

関係会社出資金 642,876 709,314

繰延税金資産 71,696 66,899

その他 66,683 64,740

投資その他の資産合計 804,724 869,098

固定資産合計 3,744,524 3,745,138

資産合計 6,334,257 6,151,042
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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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 339,064 423,165

1年内返済予定の長期借入金 48,000 －

未払法人税等 92,380 160,611

賞与引当金 55,360 19,565

その他 109,744 93,766

流動負債合計 644,549 697,109

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 552,000 300,000

退職給付引当金 109,886 106,321

長期未払金 141,370 141,370

固定負債合計 1,203,256 947,691

負債合計 1,847,806 1,644,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 3,625,699 3,604,418

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,451,088 4,429,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,303 5,125

為替換算調整勘定 33,058 71,308

評価・換算差額等合計 35,361 76,433

純資産合計 4,486,450 4,506,241

負債純資産合計 6,334,257 6,151,042
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,225,077

売上原価 896,458

売上総利益 328,619

販売費及び一般管理費 211,795

営業利益 116,823

営業外収益  

受取利息 795

受取配当金 0

受取保険料 14,454

その他 1,275

営業外収益合計 16,526

営業外費用  

支払利息 2,158

社債利息 1,865

為替差損 5,388

持分法による投資損失 8,227

その他 492

営業外費用合計 18,131

経常利益 115,218

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

特別損失  

固定資産除却損 1,525

固定資産売却損 99

特別損失合計 1,625

税金等調整前四半期純利益 113,605

法人税、住民税及び事業税 72,779

法人税等調整額 △13,426

法人税等合計 59,353

四半期純利益 54,251
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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７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 113,605

減価償却費 57,810

持分法による投資損益（△は益） 8,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,565

受取利息及び受取配当金 △796

支払利息及び社債利息 4,023

為替差損益（△は益） 5,219

固定資産除売却損益（△は益） 1,625

売上債権の増減額（△は増加） △9,768

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,795

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,199

仕入債務の増減額（△は減少） △84,101

未払消費税等の増減額（△は減少） 687

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,770

その他 △4,821

小計 181,425

利息及び配当金の受取額 932

利息の支払額 △1,460

法人税等の支払額 △137,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,208

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 △193,000

定期預金の払戻による収入 193,000

有形固定資産の取得による支出 △110,642

その他 △2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,967

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

配当金の支払額 △33,101

財務活動によるキャッシュ・フロー 266,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,919

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,279,518
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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７月１日　至 平成20年９月30日）

ドライルーブ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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７月１日　至 平成20年９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７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％未満であるため、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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

当社は、平成21年６月期より第１四半期連結財務諸表を作成しているため、「参考資料」については記載しておりま

せん。
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