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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 5,744 ― 105 ― 73 ― 45 ―

20年3月期第2四半期 5,433 △1.0 192 9.0 164 57.8 98 53.0

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 5.12 ―

20年3月期第2四半期 11.15 ―

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 10,469 709 6.1 72.03
20年3月期 9,699 670 6.2 67.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  639百万円 20年3月期  598百万円

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
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 11,500 1.2 120 △65.2 40 △84.9 10 △93.3 1.13

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）  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】 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】 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通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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。  

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  8,850,000株 20年3月期  8,850,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,273株 20年3月期  2,273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  8,847,727株 20年3月期第2四半期  8,848,500株
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当第２四半期連結会計期間の日本経済は、エネルギーや原材料の価格の高止まりに加え、米国大手証券
会社の破綻等に端を発する金融市場の混乱等の影響を受け、景気は全般的に減速し、先行きの懸念がいっ
そう高まる状況で推移しました。 

  

（1）売上高 

主要生産品目である自動車部品を中心に売上の拡大に努力した結果、当第２四半期連結累計期間の売

上高は前年同四半期比３億10百万円(5.7％)増加し、57億44百万円となりました。 

（2）営業利益 

全社一丸となって、生産性向上、諸経費削減・原価低減等に取組みましたが、原材料の値上等もあ

り、営業利益は前年同四半期比86百万円(44.8％)減益の１億５百万円となりました。 

（3）経常利益 

為替差損の発生等により前年同四半期比90百万円(55.3％)減益の73百万円となりました。 

（4）四半期純利益 

固定資産除却損が減少したものの前年同四半期比53百万円(54.1％)減益の45百万円となりました。な

お、前年同四半期比は、参考として記載しております。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は44億15百万円で、前連結会計年度末に比べ87百
万円増加しました。主な要因は、外注先に対する材料支給代等による未収入金の増加によるものです。 
固定資産の残高は60億53百万円で、前連結会計年度末に比べ６億82百万円増加しました。主な要因は設備
投資による有形固定資産の増加によるものです。 
  
（負債） 
流動負債の残高は88億95百万円で、前連結会計年度末に比べ７億65百万円増加しました。主な要因は設

備投資に伴う支払手形の増加です。 
固定負債の残高は８億65百万円で、前連結会計年度末に比べ33百万円減少しました。主な要因は長期借入
金の返済によるものです。 
  
（純資産） 
純資産の残高は７億９百万円と前連結会計年度末に比べ38百万円増加しました。 

  

第２四半期連結累計期間における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年
５月15日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳
細は、平成20年11月14日に公表いたしました「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

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.「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)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間に係る売上総利益及び

営業利益、経常利益、税金調整前四半期純利益が4,213千円それぞれ減少しております。 

(4)その他 

  耐用年数の継続適用 

機械装置については、法人税法の改正により法定の耐用年数は変更されましたが、合理的な経済的耐

用年数を再検討した結果、従来の耐用年数を引き続き適用しております。 

  

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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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 144,478 135,082 

受取手形及び売掛金 2,093,132 2,061,572 

商品 779 755 

製品 372,106 392,012 

原材料 209,284 224,510 

仕掛品 752,700 788,894 

金型 507,034 473,598 

貯蔵品 90,334 94,489 

繰延税金資産 3,558 5,977 

その他 242,430 151,006 

流動資産合計 4,415,839 4,327,899 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,385,614 1,406,249 

機械装置及び運搬具（純額） 2,184,876 2,298,825 

建設仮勘定 1,101,522 277,428 

その他（純額） 979,740 980,070 

有形固定資産合計 5,651,753 4,962,574 

無形固定資産 129,497 135,986 

投資その他の資産 

投資有価証券 107,553 108,801 

長期貸付金 11,290 12,477 

その他 153,643 151,331 

投資その他の資産合計 272,487 272,610 

固定資産合計 6,053,739 5,371,170 

資産合計 10,469,579 9,699,069 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,853,351 1,759,566 

短期借入金 5,342,694 5,040,174 

未払法人税等 14,087 58,919 

賞与引当金 184,293 185,841 

設備関係支払手形 1,141,317 540,168 

その他 359,284 544,835 

流動負債合計 8,895,029 8,129,506 

固定負債 

長期借入金 110,512 144,308 

繰延税金負債 4,221 71 

退職給付引当金 705,848 718,131 

役員退職慰労引当金 44,932 36,543 

固定負債合計 865,513 899,055 

負債合計 9,760,543 9,028,561 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 706,250 706,250 

資本剰余金 631,955 631,955 

利益剰余金 △813,454 △858,779 

自己株式 △432 △432 

株主資本合計 524,318 478,993 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,228 8,392 

為替換算調整勘定 106,791 110,787 

評価・換算差額等合計 113,019 119,180 

少数株主持分 71,697 72,333 

純資産合計 709,035 670,507 

負債純資産合計 10,469,579 9,699,069 
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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 5,744,627 

売上原価 5,137,810 

売上総利益 606,817 

販売費及び一般管理費 500,893 

営業利益 105,924 

営業外収益 

受取利息 167 

受取配当金 1,732 

その他 19,006 

営業外収益合計 20,906 

営業外費用 

支払利息 26,150 

為替差損 3,168 

その他 23,934 

営業外費用合計 53,254 

経常利益 73,576 

特別損失 

固定資産売却損 48 

固定資産除却損 11,191 

特別損失合計 11,239 

税金等調整前四半期純利益 62,337 

法人税、住民税及び事業税 9,105 

法人税等調整額 8,036 

法人税等合計 17,141 

少数株主損失（△） △129 

四半期純利益 45,324 
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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 62,337 

減価償却費 298,427 

固定資産売却損益（△は益） 48 

固定資産除却損 11,191 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,283 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,388 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,548 

受取利息及び受取配当金 △1,900 

支払利息 26,150 

為替差損益（△は益） 3,168 

売上債権の増減額（△は増加） △34,909 

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,664 

その他の資産の増減額（△は増加） △89,469 

仕入債務の増減額（△は減少） 94,536 

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,558 

その他の負債の増減額（△は減少） △16,131 

利息及び配当金の受取額 1,918 

利息の支払額 △29,222 

法人税等の支払額 △54,251 

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,674 

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 △575,828 

有形固定資産の売却による収入 273 

投資有価証券の取得による支出 △2,385 

貸付けによる支出 △3,110 

貸付金の回収による収入 4,296 

その他の支出 △7,178 

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,931 

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 1,504,497 

短期借入金の返済による支出 △1,188,777 

長期借入れによる収入 67,592 

長期借入金の返済による支出 △114,544 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,767 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,113 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,396 

現金及び現金同等物の期首残高 135,082 

現金及び現金同等物の四半期末残高 144,478 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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1 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） 

同一設備を使用した鍛工品の製造であり実質的には単一の事業なので、事業の種類別セグメント情報
の記録は省略しております。 
  

2 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、いずれも90％を超えているため、所在地セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

3 海外売上高 

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

海外売上高が、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。 

該当事項はありません。 

(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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[参考資料] （要約）前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 5,433,690 100.0

Ⅱ 売上原価 4,743,499 87.3

   売上総利益 690,190 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 498,162 9.2

   営業利益 192,028 3.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 212

 ２ 受取配当金 1,506

 ３ 為替差益 21,732

 ４ その他 9,793 33,244 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 26,530

 ２ 棚卸資産廃却損 28,498

 ３ その他 5,826 60,855 1.1

   経常利益 164,417 3.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 497

 ２ その他の特別利益 4,314 4,811 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売除却損 40,745 40,745 0.8

   税金等調整前中間純利益 128,483 2.4

   法人税、住民税及び 

   事業税
26,944

    法人税等調整額 △2,307 24,637 0.5

   少数株主利益又は 

   損失(△)
5,153 0.1

   中間純利益 98,692 1.8
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[参考資料] 前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 128,483

   減価償却費 275,581

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,046

   のれん償却額 185

   有形固定資産売却益 △497

   有形固定資産売除却損 40,745

   退職給付引当金の増減額(△は減少) 30,785

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △4,815

   賞与引当金の増減額(△は減少) 8,918

   受取利息及び受取配当金 △1,718

   支払利息 26,530

   為替差損益(△は為替差益) △21,732

   売上債権の増減額(△は増加) △38,431

   たな卸資産の増減額(△は増加) 28,095

   その他資産の増減額(△は増加) 32,963

   仕入債務の増減額(△は減少) △67,377

   未払消費税等の増減額(△は減少) △43,018

   その他負債の増減額(△は減少) △72,170

    小計 321,479

   利息及び配当金の受取額 1,718

   利息の支払額 △24,307

   法人税等の支払額 △6,506

  営業活動によるキャッシュ・フロー 292,383

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 △183,964

   有形固定資産の売却による収入 2,941

   投資有価証券の取得による支出 △2,193

   貸付けによる支出 △2,500

   貸付金の回収による収入 2,476

   その他投資活動による増減額(△は増加) 7,079

  投資活動によるキャッシュ・フロー △176,161

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 822,816

   短期借入金の返済による支出 △931,075

   長期借入金の返済による支出 △26,100

  財務活動によるキャッシュ・フロー △134,358

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,918

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,217

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 167,281

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 154,063
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