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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 16,156 ― 1,027 ― 1,009 ― 552 ―

20年3月期第2四半期 12,963 10.4 581 27.1 622 21.5 352 26.6

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 35.06 ―

20年3月期第2四半期 22.32 ―

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 25,059 7,257 29.0 460.26
20年3月期 24,737 6,861 27.7 435.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,257百万円 20年3月期  6,861百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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 31,800 16.1 1,200 △9.1 1,150 △8.2 620 △13.9 39.32

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 
  ・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年８月７日に発表しました内容より修正しています。その内容につきましては、平成20年11月13日発表の「業
績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  ・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があ
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）を適用しています。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います。  

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3月期第2四半期  15,786,910株 20年3月期  15,786,910株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  18,048株 20年3月期  15,798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  15,769,820株 20年3月期第2四半期  15,771,216株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、エネルギー、原材料価格の高騰や、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した世界経済の失速に伴う輸出の減少から企業収益が悪化するなど、景気減速が
鮮明になってきました。 
 このような経済環境のもと、当第２四半期連結累計会計期間の業績は、当社の主要受注部門である自動
車部品部門では、原油高及び新規モデルの投入による堅調な国内軽自動車市場、東南アジアでの好調な小
型車市場に支えられ、また新規ユニット部品の受注も寄与したことにより、売上は順調に推移しました。
一方、建設機械部品部門では、日米欧での住宅着工需要の急落を主要因とするミニ・小型建機の不調をＢ
ＲＩＣｓ・中近東・東南アジアでの旺盛な中・大型建機需要がカバーし、売上は増加基調で推移しまし
た。この結果、売上高は161億５千６百万円（前年同期比24.6%増）となりました。部門別では、自動車部
品は86億８千１百万円（前年同期比19.9%増）、建設機械部品は67億２千５百万円（前年同期比32.7%
増）、農業機械部品は４億７千７百万円（前年同期比32.9%増）、その他部品は２億７千１百万円（前年
同期比8.1%減）となりました。 
 損益面におきましては、売上高が順調に伸びたことや当社グループを挙げての原価低減活動を進めたこ
と等により、営業利益は10億２千７百万円（前年同期比76.8%増）、経常利益は10億９百万円（前年同期
比62.3%増）、四半期純利益は５億５千２百万円（前年同期比57.0%増）となりました。 
  

  

  
当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億２千

２百万円増加し、250億５千９百万円となりました。 
 資産の部では、流動資産は現金及び預金が５億円減少し、受取手形及び売掛金が10億６百万円増加、製
品、仕掛品、原材料及び貯蔵品をはじめとするたな卸資産が４億８千万円増加、未収入金が３億２千７百
万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億８千１百万円増加し、133億６千７百万円とな
り、また固定資産は前連結会計年度末に比べ３億５千９百万円減少し、116億９千２百万円となりまし
た。 
 負債の部では、流動負債は、その他に含めています設備支払手形が18億４百万円減少し、支払手形及び
買掛金が13億２千７百万円増加、短期借入を９億円実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億
４千７百万円増加し、136億３千２百万円となり、固定負債は、長期借入金が返済により３億４千６百万
円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億２千１百万円減少し、41億６千９百万円となりま
した。 
 純資産は、四半期純利益を５億５千２百万円計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億９千
６百万円増加し、72億５千７百万円となりました。 
  
当第１四半期連結会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、前連結会計年

度末に比べ５億円減少し、５億５千３百万円となりました。 
  
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） 
営業活動による資金の増加は16億９千万円となりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益９

億６千３百万円、減価償却費６億７千５百万円であります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金の減少は25億４千７百万円となりました。これは、主にCVT用部品加工の設備投資

に伴う有形固定資産の取得による支出25億４千１百万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） 
財務活動による資金の増加は３億５千７百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が９

億円、長期借入金の返済による支出が４億４千７百万円、配当金の支払額が９千４百万円によるものであ
ります。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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米国サブプライムローン問題を背景とする金融不安に端を発した欧米での実体経済の不調が新興国市場

にも影響を与え始め、わが国においても原料高・株安・円高の環境のなかで自動車市場、建設機械市場と
も未曾有の需要後退に直面しています。 
 このような環境のもと、当社グループにおいては、自動車部品部門では軽自動車の比率が高くほぼ前期
並みの受注が確保できる見込みですが、建設機械部品部門ではＢＲＩＣｓ・中近東・東南アジアでの中・
大型建機需要後退の影響により前期に比べ大幅に受注が減少する見通しとなりました。この結果、平成20
年８月７日に発表しました業績予想につきましては、平成20年11月13日付けで業績予想の修正を行ってい
ます。その内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。 
  
  

  

  

該当事項はありません。 

  
  

  

   

 ① 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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分法によっています。 
  

 ② 税金費用の計算 

  当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する方法を採用しています。また、「法人税、住民税
及び事業税」及び「法人税等調整額」を「法人税等」と一括掲記しています。 
  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第1四半期連結会計期間から適用しています。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います。 
  

② 「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
簿価切下げの方法）に変更しています。 
この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 
  

③ リース取引に関する会計基準の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と
して計上しています。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっています。 
  なお、リース取引開始日が適用初年度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
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。 
 この結果、従来の方法によった場合と比較して、固定資産が7,028千円、流動負債が1,795千円、固
定負債が5,584千円増加しています。なお、当該変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える
影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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 ① 有形固定資産の耐用年数の変更 

    当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としていましたが、第1四半期連結会計期間
より9～12年に変更しました。この変更は、法人税法の改正を契機として企業グループの資産利用状況
等を見直した結果であります。また、第1四半期連結会計期間より機械装置の一部について稼働状況を
考慮し、増加償却を実施することとしています。 
 この結果、従来の方法を採用した場合と比較して、当第２四半期累計期間の減価償却費は、135,026
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125,053千円減少していま
す。 

  

  

(4) 追加情報
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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 553,566 1,053,851 

受取手形及び売掛金 6,398,202 5,392,003 

製品 778,080 607,713 

仕掛品 1,193,366 1,117,826 

原材料及び貯蔵品 1,665,738 1,431,150 

未収入金 2,519,076 2,846,446 

その他 259,196 237,105 

流動資産合計 13,367,226 12,686,098 

固定資産 

有形固定資産 

機械装置及び運搬具（純額） 5,637,524 5,919,014 

その他（純額） 5,332,472 5,242,558 

有形固定資産合計 10,969,997 11,161,573 

無形固定資産 42,522 39,273 

投資その他の資産 

投資有価証券 435,486 566,289 

その他 248,053 287,965 

貸倒引当金 △3,380 △3,380 

投資その他の資産合計 680,159 850,875 

固定資産合計 11,692,680 12,051,722 

資産合計 25,059,906 24,737,820 
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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 8,376,100 7,048,972 

短期借入金 3,543,392 2,744,392 

未払法人税等 419,815 235,635 

賞与引当金 275,680 270,027 

役員賞与引当金 11,000 22,000 

その他 1,006,949 2,964,573 

流動負債合計 13,632,937 13,285,600 

固定負債 

長期借入金 4,003,190 4,349,386 

退職給付引当金 45,210 41,130 

役員退職慰労引当金 50,850 94,600 

その他 69,957 106,033 

固定負債合計 4,169,207 4,591,150 

負債合計 17,802,145 17,876,751 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,143,486 2,143,486 

資本剰余金 1,641,063 1,641,063 

利益剰余金 3,337,827 2,879,610 

自己株式 △5,949 △4,989 

株主資本合計 7,116,428 6,659,171 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 141,332 201,897 

評価・換算差額等合計 141,332 201,897 

純資産合計 7,257,760 6,861,069 

負債純資産合計 25,059,906 24,737,820 
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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 16,156,736 

売上原価 14,340,992 

売上総利益 1,815,743 

販売費及び一般管理費 787,879 

営業利益 1,027,864 

営業外収益 

受取利息 97 

受取配当金 5,359 

受取ロイヤリティー 18,082 

物品売却益 13,997 

その他 17,483 

営業外収益合計 55,021 

営業外費用 

支払利息 52,341 

その他 20,742 

営業外費用合計 73,083 

経常利益 1,009,802 

特別利益 

固定資産売却益 86 

特別利益 86 

特別損失 

固定資産除売却損 16,194 

投資有価証券評価損 30,324 

特別損失合計 46,518 

税金等調整前四半期純利益 963,370 

法人税等 410,526 

四半期純利益 552,843 
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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 963,370 

減価償却費 675,771 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,653 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,528 

受取利息及び受取配当金 △5,457 

支払利息 52,341 

投資有価証券評価損益（△は益） 30,324 

有形固定資産除却損 16,448 

有形固定資産売却損益（△は益） 267 

売上債権の増減額（△は増加） △1,006,199 

未収入金の増減額（△は増加） 327,370 

たな卸資産の増減額（△は増加） △480,493 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,327,127 

その他 83,473 

小計 1,968,470 

利息及び配当金の受取額 5,457 

利息の支払額 △55,116 

法人税等の支払額 △228,563 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,690,247 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △1,311 

有形固定資産の取得による支出 △2,541,320 

有形固定資産の売却による収入 1,611 

その他 △6,678 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,547,699 

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 900,000 

長期借入金の返済による支出 △447,196 

リース債務の返済による支出 △464 

自己株式の取得による支出 △960 

配当金の支払額 △94,211 

財務活動によるキャッシュ・フロー 357,166 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △500,285 

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,851 

現金及び現金同等物の四半期末残高 553,566 
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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)を適用しています。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います。 

  

  
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） 
 該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

  
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）及び第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） 

  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び
当社の一部部品加工を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていません。 

  

② 所在地別セグメント情報 

  
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）及び第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） 
在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

③ 海外売上高 

  
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）及び第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） 
海外売上高はありません。 

  

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） 
 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目
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 売上高 12,963,721

Ⅱ 売上原価 11,611,165

   売上総利益 1,352,556

Ⅲ 販売費及び一般管理費 771,143

   営業利益 581,413

Ⅳ 営業外収益 109,105

   受取利息 100

   受取配当金 4,683

   ロイヤリティー収入 19,272

   その他 85,048

Ⅴ 営業外費用 68,315

   支払利息 40,460

   その他 27,855

   経常利益 622,203

Ⅵ 特別損失 10,300

   役員退職金 10,300

   税金等調整前中間純利益 611,903

   法人税、住民税及び事業税 259,879

   中間純利益 352,024
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

科目
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シュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 611,903
   減価償却費 440,160
   賞与引当金の増減額（△は減少） △ 4,668
   役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 5,500
   退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 40,466
   受取利息及び受取配当金 △ 4,784
   支払利息 40,460
   有形固定資産除却損 9,774
   売上債権の増減額（△は増加） △ 51,509
   売掛債権の譲渡未収金の減少額 821,300
   たな卸資産の増減額（△は増加） △ 58,268
   仕入債務の増減額（△は減少） 232,152
   未払消費税等の減少額 △ 14,925
   その他 48,940

小計 2,024,570

   利息及び配当金の受取額 4,785
   利息の支払額 △ 39,771
   法人税等の支払額 △ 459,453

営業活動によるキャシュフロー 1,530,131
Ⅱ 投資活動によるキャシュ・フロー

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,210
   有形固定資産の取得による支出 △ 1,622,291

投資活動によるキャシュフロー △ 1,623,501
Ⅲ 財務活動によるキャシュ・フロー

   長期借入金の借入による収入 500,000
   長期借入金の返済による支出 △ 452,196
   自己株式の取得による支出 △ 237
   配当金の支払額 △ 94,867

財務活動によるキャシュ・フロー △ 47,300
Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 140,671
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 653,241

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 512,570
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① 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） 

  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び
当社の一部部品加工を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていません。 

  

② 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） 
在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

③ 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） 
海外売上高はありません。 

  

  

  

  

(３) セグメント情報
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