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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 65,032 ― 4,082 ― 4,263 ― 1,922 ―

20年3月期第3四半期 63,993 11.3 5,542 14.2 6,553 15.9 3,308 14.1

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 38.88 ―

20年3月期第3四半期 66.75 ―

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 100,345 38,105 34.8 719.96
20年3月期 98,166 42,365 39.3 778.90

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  34,962百万円 20年3月期  38,612百万円

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  

（注２）当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

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  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

通期 83,000 △5.0 2,400 △68.3 2,200 △73.7 300 △92.5 6.09

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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。 
 期末配当予想額につきましては、現時点では未定とさせていただき、通期の業績等を総合的に勘案したうえでご提案させていただきます。詳細につきましては、本日公
表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 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。  

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3四半期  49,757,821株 20年3月期  49,757,821株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,196,470株 20年3月期  184,803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  49,449,363株 20年3月期第3四半期  49,586,467株



 当第３四半期連結累計期間(平成20年4月1日～平成20年12月31日）における我が国経済は、夏以降、米国経済の減

速と金融危機や急激な円高・株安の影響により先行不透明感が一段と色濃くなってまいりました。このような経済

情勢のなか当社グループは、顧客要求納期への対応、品質向上や原価低減活動に注力しました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は650億32百万円（前年同期比1.6％増）、連結営業利益は40億82

百万円（同26.3％減）、連結経常利益は42億63百万円（同34.9％減）、連結四半期純利益は19億22百万円（同

41.9％減）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。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ21億78百万円増加し1,003億45百万円となりました。これは主

に、連結子会社の増加等により棚卸資産が20億24百万円増加したこと、現預金が9億6百万円増加したことによるも

のであります。 

 負債は前期末に比べ64億38百万円増加し622億39百万円となりました。これは主に、借入金が95億9百万円増加し

たことによるものであります。 

 純資産は前期末に比べ42億59百万円減少し、381億5百万円となりました。これは主に、四半期純利益を19億22百

万円計上したものの、為替換算調整勘定が45億41百万円及び配当金の支払等により少数株主持分が6億9百万円、そ

れぞれ減少したことによるものであります。 

  

世界的金融危機に端を発した世界同時株安や急激な為替変動等により、事業環境の悪化が見込まれたことから、

平成20年11月10日付にて業績予想の修正を行いました。しかしながら、その後も世界規模で景気後退が加速し、自

動車業界向製品、建設機械業界向製品を中心に大幅な減産を余儀なくされるなど、当社を取り巻く環境は予想以上

に厳しく推移しております。これらを踏まえ平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年１月20日に

修正発表を行い、売上高83,000百万円、営業利益2,400百万円、経常利益2,200百万円、当期純利益300百万円として

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

該当事項はありません。  

   

①棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部で実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

当社及び定率法を採用している一部の連結子会社は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

③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。  

  

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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

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、製品は主として先入先出法による、仕掛品は主として総平均法による、原材

料・貯蔵品は主として移動平均法による原価法（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153百万円減少しております。 

③「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 

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在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。これによ

り、営業利益は73百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ75百万円増加しております。 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

「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ようになったことに伴い、

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。これによる影響は軽微であります。 

・追加情報 

当社及び一部の国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、第

１四半期連結会計期間において過去の実績に基づく平均使用期間を算定した結果、従来採用していた耐用年数

と実績に基づく使用可能予測期間との乖離が明らかになりました。このため、第１四半期連結会計期間から実

績に基づく使用可能予測期間による耐用年数９～10年を採用することとしました。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がそれぞれ411百万円減少しております。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,271 8,364

受取手形及び売掛金 20,858 21,453

製品 3,403 3,046

原材料 3,274 2,782

仕掛品 7,236 6,060

その他 4,916 4,862

貸倒引当金 △25 △18

流動資産合計 48,934 46,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,244 9,995

機械装置及び運搬具（純額） 13,143 12,782

その他（純額） 6,428 5,641

有形固定資産合計 29,816 28,419

無形固定資産   

のれん 7,580 6,875

その他 187 169

無形固定資産合計 7,768 7,044

投資その他の資産   

投資有価証券 7,911 10,064

その他 6,162 6,341

貸倒引当金 △248 △257

投資その他の資産合計 13,825 16,149

固定資産合計 51,410 51,613

資産合計 100,345 98,166



（単位：百万円）

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 3,822 6,515

短期借入金 21,967 11,015

未払法人税等 1,161 1,685

賞与引当金 855 1,676

役員賞与引当金 76 65

その他 12,436 11,449

流動負債合計 40,319 32,407

固定負債   

長期借入金 13,020 14,462

退職給付引当金 7,888 8,170

役員退職慰労引当金 609 505

負ののれん 217 227

その他 184 26

固定負債合計 21,920 23,393

負債合計 62,239 55,801

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,337 11,337

利益剰余金 15,112 13,851

自己株式 △492 △152

株主資本合計 36,449 35,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 85

為替換算調整勘定 △1,543 2,997

評価・換算差額等合計 △1,487 3,083

少数株主持分 3,143 3,753

純資産合計 38,105 42,365

負債純資産合計 100,345 98,166



（2）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 65,032

売上原価 50,739

売上総利益 14,293

販売費及び一般管理費 10,210

営業利益 4,082

営業外収益  

受取利息 98

受取配当金 84

持分法による投資利益 743

その他 758

営業外収益合計 1,684

営業外費用  

支払利息 615

為替差損 590

その他 298

営業外費用合計 1,504

経常利益 4,263

特別利益  

固定資産売却益 13

その他 5

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除却損 77

投資有価証券評価損 119

その他 52

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純利益 4,033

法人税等 1,581

少数株主利益 529

四半期純利益 1,922



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,167

売上原価 15,268

売上総利益 3,898

販売費及び一般管理費 3,155

営業利益 742

営業外収益  

受取利息 22

受取配当金 69

持分法による投資利益 206

その他 215

営業外収益合計 514

営業外費用  

支払利息 247

為替差損 421

その他 60

営業外費用合計 729

経常利益 527

特別損失  

固定資産除却損 40

投資有価証券評価損 118

その他 20

特別損失合計 180

税金等調整前四半期純利益 347

法人税等 65

少数株主利益 160

四半期純利益 121



（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 4,033

減価償却費 3,656

のれん償却額 420

投資有価証券評価損益（△は益） 119

受取利息及び受取配当金 △182

支払利息 615

持分法による投資損益（△は益） △743

有形固定資産除売却損益（△は益） 63

売上債権の増減額（△は増加） 2,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,765

仕入債務の増減額（△は減少） △2,357

割引手形の増減額（△は減少） △799

その他 △368

小計 4,883

利息及び配当金の受取額 185

利息の支払額 △603

法人税等の支払額 △2,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,144

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 △4,949

有形固定資産の売却による収入 337

投資有価証券の取得による支出 △298

子会社株式の取得による支出 △1,164

その他 557

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,516

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） 9,823

長期借入れによる収入 1,002

長期借入金の返済による支出 △3,623

自己株式の取得による支出 △340

配当金の支払額 △594

少数株主への配当金の支払額 △642

その他 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 △530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,599

現金及び現金同等物の期首残高 7,165

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 171

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,936



 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。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  63,993

Ⅱ 売上原価  48,659

売上総利益  15,334

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,792

営業利益  5,542

Ⅳ 営業外収益  1,760

Ⅴ 営業外費用  749

経常利益  6,553

Ⅵ 特別利益  45

Ⅶ 特別損失  48

税金等調整前四半期純利益  6,550

法人税等  2,602

少数株主利益  639

四半期純利益  3,308



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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  6,550

減価償却費  2,782

役員賞与引当金増減額 △9

売上債権の増減額 △432

たな卸資産の増減額 △1,007

仕入債務の増減額  135

割引手形の増減額  334

その他の増減額 △3,148

小計  5,204

利息及び配当金の受取額  632

利息の支払額 △558

法人税等の支払額 △3,515

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,762

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額  208

有形固定資産の取得による支出 △4,417

有形固定資産の売却による収入  115

投資有価証券の取得による支出 △1,650

投資有価証券の売却による収入  5

その他の収支 △119

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,857

Ⅲ 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  6,471

長期借入金の純増減額 △1,342

自己株式の取得による支出（純額） △45

親会社による配当金の支払額 △545

少数株主への配当金の支払額 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,453

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  352

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,453

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  6,805
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