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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 9,646 ― △83 ― △17 ― 47 ―

20年3月期第3四半期 10,784 16.9 425 △35.6 473 △23.4 275 △17.5

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 1.65 ―

20年3月期第3四半期 9.54 ―

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 16,965 11,393 67.1 394.33
20年3月期 18,605 12,074 64.9 417.83

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  11,393百万円 20年3月期  12,074百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 12,960 △14.5 △70 △110.9 △3 △100.4 20 △94.8 0.69

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,307,396株 20年3月期 31,307,396株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 2,413,434株 20年3月期 2,408,762株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期 28,895,651株 20年3月期第3四半期 28,902,967株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の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場合があり 
  ます。 
２．当会計年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  なお、第２四半期会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則 
  第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融不安が深刻化し世界経済が急激に

減速するなか、企業収益が大幅に減少し、雇用情勢などを含め、景気の悪化が鮮明になる状況で推移いた

しました。 

 このような状況のもと当社におきましては、積極的な営業活動、生産の効率化、コスト削減活動を推し

進めてまいりましたが、売上高96億４千６百万円、営業損失８千３百万円、経常損失１千７百万円となり、

四半期純利益は、固定資産の譲渡による特別利益を計上したことから４千７百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前期末より16億３千９百万円の減少となりました。これは主に、売上債権

が10億７千７百万円及び投資有価証券が８億１千５百万円減少したことなどによるものです。負債につき

ましては、９億５千８百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が２億４千３百万円及び仕入

債務が２億１千４百万円減少したことなどによるものです。純資産につきましては、６億８千１百万円の

減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が５億５千万円減少したことなどによるもの

です。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期通期の業績予想につきましては、平成20年11月４日付の平成21年３月期第２四半期決算

短信(非連結)で発表いたしました予想値を修正しております。業績予想に関する事項につきましては、本

日平成21年２月３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。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前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、前会計年度決

算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。 

② 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前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定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前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、前会計年度決算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。 

⑤ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭精機工業㈱（6111）平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)

- 3 -



 

(2) 四半期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

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、第２四半期会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改

正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 当会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴

い、製品及び仕掛品については総平均法または個別法による、原材料及び貯蔵品については移動平均

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、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ９

千２百万円減少しております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 当会計年度より「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

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。 

 なお、リース取引開始日が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、

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

ありません。 

④  法人税法の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、当会計年度より機械及び装置に係る耐用年数の

短縮を行っております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益は５千３百万円、経常利益及び税引前四半期純利益

は５千５百万円、それぞれ減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,395,207 2,529,446

受取手形及び売掛金 2,986,666 4,064,185

製品 254,037 265,127

仕掛品 2,383,392 1,694,434

原材料及び貯蔵品 1,027,800 1,002,136

その他 210,610 227,780

貸倒引当金 △3,600 △4,900

流動資産合計 9,254,115 9,778,212

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,990,689 2,079,082

機械及び装置（純額） 2,791,296 3,060,501

その他（純額） 947,698 1,155,994

有形固定資産合計 5,729,683 6,295,578

無形固定資産 75,617 72,236

投資その他の資産   

投資有価証券 1,124,192 1,939,652

その他 848,626 527,278

貸倒引当金 △66,338 △7,114

投資その他の資産合計 1,906,480 2,459,817

固定資産合計 7,711,781 8,827,631

資産合計 16,965,896 18,605,844
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(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 2,339,155 2,553,738

短期借入金 1,440,000 1,440,000

未払法人税等 65,648 267,811

賞与引当金 79,530 323,082

その他 523,328 656,055

流動負債合計 4,447,662 5,240,688

固定負債   

退職給付引当金 978,564 1,035,441

役員退職慰労引当金 142,916 254,785

その他 2,949 －

固定負債合計 1,124,429 1,290,226

負債合計 5,572,092 6,530,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,404 3,469,268

利益剰余金 3,894,445 4,019,927

自己株式 △331,038 △330,032

株主資本合計 11,208,228 11,334,580

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 185,575 735,605

繰延ヘッジ損益 － 4,742

評価・換算差額等合計 185,575 740,348

純資産合計 11,393,804 12,074,928

負債純資産合計 16,965,896 18,605,844
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 9,646,686

売上原価 8,569,214

売上総利益 1,077,471

販売費及び一般管理費 1,160,664

営業損失（△） △83,192

営業外収益  

受取利息 2,572

受取配当金 34,613

その他 99,954

営業外収益合計 137,141

営業外費用  

支払利息 13,063

その他 58,585

営業外費用合計 71,648

経常損失（△） △17,699

特別利益  

固定資産売却益 128,123

ゴルフ会員権売却益 1,333

貸倒引当金戻入額 1,300

特別利益合計 130,756

特別損失  

固定資産売却損 890

固定資産除却損 1,783

投資有価証券評価損 1,593

特別損失合計 4,267

税引前四半期純利益 108,789

法人税等 60,880

四半期純利益 47,909
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 108,789

減価償却費 861,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △243,552

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56,877

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △111,868

受取利息及び受取配当金 △37,186

支払利息 13,063

為替差損益（△は益） △2,007

有形固定資産売却損益（△は益） △127,232

有形固定資産除却損 1,759

売上債権の増減額（△は増加） 1,077,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △703,531

仕入債務の増減額（△は減少） △214,583

その他 △90,675

小計 532,647

利息及び配当金の受取額 37,186

利息の支払額 △13,267

法人税等の支払額 △255,011

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,555

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 △407,381

有形固定資産の売却による収入 151,212

無形固定資産の取得による支出 △8,971

投資有価証券の取得による支出 △3,747

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,953

貸付金の回収による収入 1,370

その他 2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,572

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 150,000

短期借入金の返済による支出 △150,000

自己株式の取得による支出 △1,484

自己株式の売却による収入 614

配当金の支払額 △172,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 △379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,239

現金及び現金同等物の期首残高 2,529,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,395,207
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 当会計年度より「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、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、第２四半期会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

（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）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】

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期損益計算書

（単位：千円）

10,784,390

9,297,988

1,486,401

1,060,960

425,440

133,960

( 4,834 )

( 33,797 )

( 95,328 )

86,161

( 13,375 )

( 72,786 )

473,239

－

5,479

( 3,868 )

( 1,611 )

467,759

192,000

275,759

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

受取利息

固定資産売却損

税引前四半期純利益

期別

科目

経常利益

特別利益

その他

営業外費用

支払利息

その他

受取配当金

前年同四半期

税金費用

四半期純利益

（平成20年３月期第３四半期）

特別損失

固定資産除却損
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(2) 四半期キャッシュ･フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

467,759   

769,887   

△10,332   

△188,700   

△56,533   

28,263   

△38,631   

13,375   

1,611   

3,031   

△176,201   

△418,827   

△66,614   

71,142   

399,228   

38,631   

△13,319   

△282,979   

141,562   

△1,115,676   

3,451   

△17,459   

△3,728   

1,077   

2,455   

△1,129,880   

△2,110   

349   

△172,822   

△174,583   

2   

△1,162,898   

2,393,338   

1,230,439   

関係会社長期貸付金の回収による収入

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ･フロー

自己株式の売却による収入

自己株式の取得による支出

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ．現金及び現金同等物の四半期末残高

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ･フロー

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

有形固定資産の売却による収入

従業員長期貸付金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ･フロー

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ･フロー

仕入債務の増減額(減少:△)

その他の増減額

小計

有形固定資産廃棄除却損

売上債権の増減額(増加:△)

たな卸資産の増減額(増加:△)

支払利息

有形固定資産売却損益(売却益:△)

賞与引当金の増減額(減少:△)

退職給付引当金の増減額(減少:△)

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)

受取利息及び受取配当金

税引前四半期純利益

減価償却費

貸倒引当金の増減額(減少:△)

期別

科目

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ･フロー
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