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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,980 ― 305 ― 455 ― 237 ―
20年3月期第3四半期 12,827 △2.2 894 △22.1 1,052 △17.3 603 △14.8

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3四半期 15.91 ―
20年3月期第3四半期 40.29 ―

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3四半期 15,590 11,027 68.9 718.86
20年3月期 17,354 11,181 62.9 728.86

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,748百万円 20年3月期  10,908百万円

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  有  

当期末の配当予想額につきましては、未定であります。  

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 13,110 △24.5 △100 ― 80 △94.0 20 △97.4 1.34

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 
１．本資料に記載されている業績予想は、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
値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は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。 
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。 
３．期末の配当予想額につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、業績の見通しが明らかとなる平成21年3月期決算短信において
開示する予定であります。  

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3四半期  15,058,152株 20年3月期  15,058,152株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  105,369株 20年3月期  91,560株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  14,959,450株 20年3月期第3四半期  14,972,731株



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の拡大に

よる株価下落や急激な円高等の影響により、企業の設備投資や個人消費の減少など、景気はきわめて厳しい状況に

なってまいりました。 

 このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引先であります自動車業界向

けの鍛工品及び金型の両事業は、世界的な販売台数の減少の影響を受け減収となりました。一般機械事業において

も印刷機械及び専用機が国内景気の減速を反映して企業の設備投資計画の縮小や先送り等がみられるようになり減

収となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,980百万円（前年同期比14.4％減）となりました。 

 売上高を事業の種類別セグメントで申し上げますと、次のとおりであります。 

 鍛工品（自動車部品等）は、世界的な不況により北米はもとより国内をはじめ、アジア、欧州においても自動車

販売台数が減少し、顧客の生産調整の影響を受け6,652百万円（前年同期比4.7％減）となりました。 

 一般機械事業は、たばこ製造用機械並びに同装置において受注を伸ばし増収となりましたが、印刷機械は、スー

パー、百貨店等の売上減の影響から印刷業界への食品ラベルの印刷需要の落込みなど、国内景気の不透明感による

設備投資の先送りなどが上半期より継続してみられ減収となりました。専用機につきましても客先の設備投資抑制

により減収となりましたので一般機械全体では3,094百万円（前年同期比24.2％減）となりました。 

 金型は、ダイカスト金型が世界的に販売が減少している自動車業界からの需要が大幅に落込み減収となり、ロー

タリーダイは医薬品業界向けに好調に受注を伸ばしましたので増収となりましたが金型全体では1,219百万円（前年

同期比29.8％減）となりました。 

 その他（石油類販売等）は、需要減少により204百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

 収益面では減収による固定費負担増及び競合による販売価格の低下などの影響や法人税法の改正による減価償却

費の増加並びに棚卸資産に関する会計基準の変更影響もあり、営業利益は305百万円（前年同期比65.8％減）、経常

利益は455百万円（前年同期比56.7％減）、第３四半期累計期間純利益は237百万円（前年同期比60.6％減）といず

れも大幅減益となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。  

【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 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は15,590百万円となり、前連結会計期間末に比べ、1,763百万円減少いたし

ました。これは主に長短借入金の返済による現金及び預金の減少と減収による受取手形及び売掛金の減少と株価下

落の影響による投資有価証券の減少などによるものであります。 

負債合計は4,563百万円となり、前連結会計期間末に比べ、1,609百万円減少いたしました。これは主に支払手形

及び買掛金の減少と長短借入金の返済と確定納付による未払法人税等の減少によるものであります。 

純資産合計につきましては11,027百万円となり、前連結会計年度末に比べ153百万円減少いたしました。これは主

にその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は68.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累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、売上債権の減少額585百

万円、減価償却費518百万円、税金等調整前四半期純利益435百万円などがあったものの短期借入金の返済による支

出600百万円、仕入債務の減少額593百万円、法人税等の支払額526百万円、有形固定資産の取得による支出444百万

円などがありましたので、2,296百万円となり前連結会計年度末に比べ936百万円減少いたしました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は303百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額593百万円、法人税等の支

払額526百万円あったものの売上債権の減少額585百万円、減価償却費518百万円、税金等調整前四半期純利益435百

万円あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は445百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出444百万円に 

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により支出した資金は793百万円となりました。これは主に返済による借入金の減少額638百万円、配当 

金の支払額149百万円によるものであります。 



  第３四半期連結累計期間における業績状況などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月29日付

の「平成21年３月期 第２四半期決算短信」にて公表しました通期業績予想を修正いたしました。なお、当該予想

に関する詳細は平成21年１月30日に公表いたしました「平成21年３月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正並

びに役員報酬等に関するお知らせ」をご参照ください。  

 また、期末の配当予想額につきまして、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、業績

の見通しが明らかとなる「平成21年３月期 決算短信」において開示する予定であります。 

  該当事項はありません。  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率は前連結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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。 

② 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、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③ 繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結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、前連結会計年度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。 

④ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。 

  

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 

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（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、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36百万円減少しております。

③ 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、従来の方法によった場合に比べて、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

はありません。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,418,266 3,331,246

受取手形及び売掛金 4,189,408 4,682,888

有価証券 238,786 238,111

商品 4,666 5,693

製品 197,035 150,909

原材料 239,916 250,573

仕掛品 1,387,057 1,361,754

貯蔵品 132,890 139,199

繰延税金資産 195,257 196,638

その他 315,659 261,960

貸倒引当金 △75,937 △73,213

流動資産合計 9,243,006 10,545,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 850,789 888,336

機械装置及び運搬具（純額） 1,678,648 1,879,849

工具、器具及び備品（純額） 189,289 209,556

土地 1,277,389 1,219,789

建設仮勘定 59,649 44,624

有形固定資産合計 4,055,766 4,242,156

無形固定資産 72,156 79,615

投資その他の資産   

投資有価証券 897,147 1,297,341

賃貸不動産（純額） 1,015,860 1,030,706

繰延税金資産 296,903 142,289

その他 14,397 62,894

貸倒引当金 △4,686 △46,419

投資その他の資産合計 2,219,623 2,486,812

固定資産合計 6,347,546 6,808,584

資産合計 15,590,553 17,354,345



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,860,334 3,489,547

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 44,800 57,600

未払法人税等 1,842 250,795

賞与引当金 160,320 371,700

受注損失引当金 24,400 13,500

その他 448,499 423,278

流動負債合計 3,540,196 5,206,421

固定負債   

長期借入金 － 25,600

退職給付引当金 785,172 728,948

役員退職慰労引当金 89,753 76,166

受入保証金 147,683 135,940

その他 332 －

固定負債合計 1,022,942 966,655

負債合計 4,563,138 6,173,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,721,851 7,633,510

自己株式 △35,925 △30,203

株主資本合計 10,360,408 10,277,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324,601 565,117

為替換算調整勘定 63,989 65,660

評価・換算差額等合計 388,590 630,778

少数株主持分 278,415 272,700

純資産合計 11,027,414 11,181,268

負債純資産合計 15,590,553 17,354,345



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,980,304

売上原価 9,615,804

売上総利益 1,364,499

販売費及び一般管理費 1,058,728

営業利益 305,770

営業外収益  

受取利息 7,092

受取配当金 26,959

不動産賃貸料 164,676

その他 28,172

営業外収益合計 226,900

営業外費用  

支払利息 2,587

不動産賃貸費用 68,684

その他 6,021

営業外費用合計 77,292

経常利益 455,379

特別利益  

固定資産売却益 3,116

貸倒引当金戻入額 118

特別利益合計 3,234

特別損失  

固定資産除却損 19,032

固定資産売却損 3,689

特別損失合計 22,722

税金等調整前四半期純利益 435,892

法人税等 191,192

少数株主利益 6,743

四半期純利益 237,955



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 435,892

減価償却費 518,836

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,587

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,223

賞与引当金の増減額（△は減少） △211,380

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,009

受取利息及び受取配当金 △34,052

支払利息 2,587

固定資産除売却損益（△は益） 19,605

売上債権の増減額（△は増加） 585,957

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,436

仕入債務の増減額（△は減少） △593,873

その他の資産の増減額（△は増加） 44,009

その他の負債の増減額（△は減少） 40,936

小計 796,784

利息及び配当金の受取額 33,995

利息の支払額 △1,033

法人税等の支払額 △526,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,529

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 △278,597

定期預金の払戻による収入 254,011

有価証券の取得による支出 △12,953

有価証券の償還による収入 13,000

有形固定資産の取得による支出 △444,030

有形固定資産の売却による収入 5,613

投資有価証券の取得による支出 △3,356

貸付金の回収による収入 1,428

その他 19,347

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,537

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △600,000

長期借入金の返済による支出 △38,400

自己株式の取得による支出 △5,722

配当金の支払額 △149,079

少数株主への配当金の支払額 △529

財務活動によるキャッシュ・フロー △793,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 △732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △936,471

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,296,013



 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。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円） 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高は、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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

  鍛 工 品 一般機械 金  型 そ の 他 計 
消去又は 

全社 
連  結 

 売 上 高              

(１)外部顧客に対する 

  売上高 
 6,652,618 3,047,981 1,219,671 60,032  10,980,304  － 10,980,304

(２)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 － 46,607 － 144,309  190,917 (190,917) －

計  6,652,618 3,094,589 1,219,671 204,342  11,171,222 (190,917) 10,980,304

 営  業  費  用  6,399,349 2,966,540 1,242,955 184,565  10,793,410 (118,877) 10,674,533

 営  業  利  益  253,268 128,049 △23,284 19,777  377,811 (72,040) 305,770

b．所在地別セグメント情報 

c．海外売上高 

（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。 



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  12,827,167

Ⅱ 売上原価  10,774,467

売上総利益  2,052,700

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,158,212

営業利益  894,488

Ⅳ 営業外収益  244,982

 受取利息・配当金  29,732

 その他  215,250

Ⅴ 営業外費用  86,689

 支払利息   12,798

 その他   73,891

経常利益  1,052,781

Ⅵ 特別利益  3,728

Ⅶ 特別損失  15,316

税金等調整前四半期純利益  1,041,193

税金費用  443,401

少数株主損失   △5,409

四半期純利益  603,201
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