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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 12,116 ― 2,811 ― 2,811 ― 1,651 ―
20年3月期第3四半期 11,200 30.8 2,399 105.0 2,384 106.5 1,410 106.8

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 52.56 ―
20年3月期第3四半期 43.89 ―

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 16,642 10,005 60.1 336.18
20年3月期 17,853 9,860 55.2 306.74

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,005百万円 20年3月期  9,860百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

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  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 18,000 8.2 3,920 2.7 3,910 2.9 2,320 1.9 74.00

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、４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 
１ 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 
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。  

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  33,200,000株 20年3月期  33,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,438,045株 20年3月期  1,055,038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  31,428,655株 20年3月期第3四半期  32,147,630株



【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機による欧米を中心とした世界

経済の悪化が、外需依存の強い日本企業に影響を与え、設備投資計画の凍結、雇用情勢の悪化など日

本の実体経済が急速に冷え込む結果となりました。 

このような経済環境下におきまして、当社グループは、収益面につきましては、生産に注力し売上、

利益とも、順調に推移致しました。 

受注につきましては、設備投資意欲が旺盛であったエネルギー関連・建機・造船などの重厚長

大産業が、世界経済の減速により、設備計画の見直し・凍結などを進めており厳しさを増してお

ります。 
その結果、第３四半期連結累計期間の連結売上高は、121 億 1 千 6 百万円（前年同期比 8.2％増）、

営業利益 28 億 1 千 1百万円（前年同期比 17.2％増）、経常利益 28 億 1 千 1百万円（前年同期比 17.9％

増）、四半期純利益 16億 5 千 1百万円（前年同期比 17.1％増）となりました。 

    

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 [一般機械の製造販売事業] 

自動機械部門は、環境へ配慮した省エネ、省資源のエア－レスケーサー機を開発しケーサーの受

注促進を行いました。また医薬品業界にはジェネリックメーカーを中心にカートナー（小箱詰機）

の拡販に努めました。 

工作機械部門は、収益面におきまして、高操業の中、生産の効率化に取り組み、収益の向上に取

り組みました。受注の環境は、小型工作機械の需要落ち込みに続き、当社の主力製品である中・大

型工作機械の需要も設備投資の見直しにより、厳しい局面を迎えつつあります。 

その結果、売上高は、103 億 6 千 3百万円（前年同期比 8.8％増）、営業利益 26 億 8 千 6百万円（前

年同期比 17.5％増）となりました。 

 

[鋳造品の製造販売事業]  

鋳造品の製造販売事業は、収益面におきまして生産が順調に推移致しましたが、受注の環境は、

生産調整に入った工作機械業界からの受注が後退し、産業機械、造船など堅調な業界に対して受注

促進に取り組みました。受注は引き続き厳しい状況が予測され、生産の効率化を進めるとともに固

定費の削減などに取り組んでまいります。 

その結果、売上高は、14億 8 千 8百万円（前年同期比 5.2％増）、営業利益 1億 7百万円（前年同

期比 3.6％増）となりました。 

 

[その他の事業]  

その他の事業はガソリンスタンド、ゴルフ練習場等による収入を計上しました。 

売上高は、2億 6千 4百万円（前年同期比 0.1％増）、営業利益 1千 5百万円（前年同期比 54.4％

増）となりました。 

 

なお、前年同期比増減率については、参考として記載しております。 



 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 166 億 4 千 2 百万円となり、前連結会計年度末と比

べ 12 億 1千 1百万円減少しております。主に売上債権の効率的な回収による受取手形及び売掛金の減

少及び自社株式の購入や法人税等の支払に伴い現預金が減少したことによります。 

負債は66億 3千 6百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億 5千 7百万円減少しております。

主に法人税の支払による未払法人税等が減少したことによります。 

純資産は 100 億 5 百万円となり、自己資本比率は 60.1％と前連結会計年度末に比べて 4.9％増加し

ております。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 37 億 3 千 6 百万円となり、前

連結会計年度末と比較して 8億 1百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 11 億 2 千 6 百万円の収入超過となりました。主に税金

等調整前四半期純利益を 27 億 8 千 9 百万円計上したことと、売上債権が資金回収により 11 億 4 千 7

百万円減少したことによる一方、法人税等を 21 億 9千 7百万円支払ったことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 4億 3千 3百万円の支出超過となりました。主に当社の

工場事務所棟の新設等による有形固定資産の取得に 3億 8千 4百万円支出したことによります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 14 億 9 千 2 百万円の支出超過となりました。主に自己

株式の取得に 10 億 3 百万円及び配当金の支払いに 4億 8千万円を支出したことによります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

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 11 月 5 日発表の「平成 21年 3 月期 第

2四半期決算短信」において公表した数値に変更ありません。 

 



 

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） 

該当ありません。 

 

（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 

１． 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法は、年間の償却予定額を期間按分して計上しております。 

２． 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、年度末までに解消されるため、当該原

価差異は流動資産（その他）として繰り延べております。 

 

（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 

（四半期財務諸表） 

  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。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間

から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 

 

（棚卸資産） 

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、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）が適用されたことに伴い、主として個別法の原価法(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り下げの方法)により算定しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社グループの機械装置の耐用年数については、第 1四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、従来、10年～13 年としておりました耐用年数を 9年～12 年に変更し

ております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の売上総利益、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 14 百万円であります。 

 



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 4,549 5,609

受取手形及び売掛金 4,740 5,742

商品及び製品 423 118

仕掛品 2,319 1,934

原材料及び貯蔵品 172 212

その他 232 425

貸倒引当金 △10 △44

流動資産合計 12,426 13,999

固定資産   

有形固定資産 3,019 2,926

無形固定資産 29 33

投資その他の資産   

投資有価証券 696 729

その他 473 168

貸倒引当金 △2 △3

投資その他の資産合計 1,166 894

固定資産合計 4,215 3,854

資産合計 16,642 17,853

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,089 3,085

短期借入金 1,765 1,765

未払法人税等 62 1,375

賞与引当金 221 423

製品保証引当金 61 71

その他 1,202 1,077

流動負債合計 6,401 7,797

固定負債   

退職給付引当金 81 34

役員退職慰労引当金 65 80

その他 88 81

固定負債合計 235 196

負債合計 6,636 7,993



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,660 1,660

資本剰余金 302 302

利益剰余金 9,003 7,834

自己株式 △1,133 △129

株主資本合計 9,833 9,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172 191

為替換算調整勘定 △0 1

評価・換算差額等合計 171 192

純資産合計 10,005 9,860

負債純資産合計 16,642 17,853



（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 12,116

売上原価 7,693

売上総利益 4,422

販売費及び一般管理費 1,610

営業利益 2,811

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 11

その他 21

営業外収益合計 40

営業外費用  

支払利息 24

その他 16

営業外費用合計 41

経常利益 2,811

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 27

投資有価証券評価損 2

その他 0

特別損失合計 30

税金等調整前四半期純利益 2,789

法人税、住民税及び事業税 921

法人税等調整額 215

法人税等合計 1,137

四半期純利益 1,651



（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 2,789

減価償却費 317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34

賞与引当金の増減額（△は減少） △201

製品保証引当金の増減額（△は減少） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 24

為替差損益（△は益） △0

有形固定資産除売却損益（△は益） 2

投資有価証券評価損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △650

仕入債務の増減額（△は減少） 4

未払消費税等の増減額（△は減少） △109

その他 73

小計 3,330

利息及び配当金の受取額 18

利息の支払額 △24

法人税等の支払額 △2,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,126

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 △341

定期預金の払戻による収入 300

有形固定資産の取得による支出 △384

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △1

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △433

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △8

自己株式の取得による支出 △1,003

配当金の支払額 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △801

現金及び現金同等物の期首残高 4,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,736



 

  

 

   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。 

 

 

(1) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(2) セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 一般機械

の製造販

売事業 

（百万円）

鋳造品の

製造販売

事業 

（百万円）

その他の

事業 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 10,363 1,488 264 12,116 － 12,116

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
11 169 12 194 （194） －

計 10,375 1,658 277 12,310 （194） 12,116

営業利益 2,686 107 15 2,809 2 2,811

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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） 

 北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 779 880 285 2 1,947 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     12,116 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 6.4 7.3 2.4 0.0 16.1 

 

 

(3) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年9月19日から平成20年10月22日の期間で、自己株式を2,377千株、総額999百万円

で取得しました。この他単元未満株式の買取を行った結果、当第３四半期連結累計期間において自己

株式は1,003百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式は△1,133百万円となって

います。 

尚、当社は平成21年1月16日の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行う決議を

下記の通り行いました。 

譲渡先 処分株式数 処分価額 処分価額の総額 払込期日 

株式会社山陰合同銀行 1,000千株 1株につき320円 320百万円 平成21年2月2日

株式会社北越銀行 1,000千株 1株につき320円 320百万円 平成21年2月2日

 



 

  

「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表 

(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（平成19年4月１日～平成19年12月31日） 

（単位：百万円） 

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 

金額 

売上高 11,200 

売上原価 7,259 

売上総利益 3,940 

販売費及び一般管理費 1,541 

営業利益 2,399 

営業外収益 29 

 受取利息 4 

 受取配当金 11 

 その他 13 

営業外費用 43 

 支払利息 30 

 その他 12 

経常利益 2,384 

特別損失 9 

 中越沖地震に伴う工場修繕費用 9 

税金等調整前四半期純利益 2,375 

法人税、住民税及び事業税 1,034 

法人税等調整額 △70 

四半期純利益 1,410 

  



 

  

 

(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月１日～平成19年12月31日） 

（単位：百万円） 

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)

区分 金額 

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 2,375 

 減価償却費 313 

 賞与引当金の増減額 9 

 製品保証引当金の増減額 64 

 退職給付引当金の増減額 △21 

 役員退職慰労引当金の増減額 4 

 有形固定資産除売却損益 2 

 売上債権の増減額 1,009 

 たな卸資産の増減額 △760 

 仕入債務の増減額 133 

 未払消費税等の増減額 △4 

 その他 57 

 小計 3,184 

 法人税等の支払額 △588 

 その他 △15 

 営業活動によるキャッシュ･フロー 2,580 

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 △1,011 

 その他 △14 

 投資活動によるキャッシュ･フロー △1,026 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 自己株式の増減額 △3 

 配当金の支払額 △256 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △259 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額 1,293 

現金及び現金同等物の期首残高 4,438 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,731 

 



 

  

(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

    （単位：百万円） 

 
一般機械

の製造販

売事業 

鋳造品の

製造販売

事業 

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 9,520 1,415 263 11,200 － 11,200

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
19 192 12 224 （224） －

計 9,540 1,607 276 11,424 （224） 11,200

営業利益 2,286 104 9 2,400 （1） 2,399

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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） 

             （単位：百万円） 

 北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 609 658 184 2 1,454 

Ⅱ 連結売上高     11,200 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 5.4 5.9 1.7 0.0 13.0 
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