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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

（注）当社は、平成21年６月期より第２四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年６月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。  

(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6月期第2四半期 2,401 ― 242 ― 220 ― 99 ―
20年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第2四半期 75.21 ―
20年6月期第2四半期 ― ―

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6月期第2四半期 6,426 4,576 71.2 3,456.46
20年6月期 6,151 4,506 73.3 3,403.35

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  4,576百万円 20年6月期  4,506百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  

業績予想につきましては、平成21年１月20日付で修正開示を行っております。  

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 4,085 80.1 116 16.4 83 13.0 15 4.3 11.33

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） 

※業績予想の適正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「四半期連結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。 
なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）については、「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７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
・本資料に記載されている業績見直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。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  1,355,000株 20年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  30,939株 20年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  1,324,061株 20年6月期第2四半期  ―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２四半期連結累計期間の世界経済を概観しますと、先進国はもとより新興国も経済情勢は減速基調でありまし

た。またわが国の経済につきましても、金融不安に端を発する海外経済の失速や円高進行の影響を受け減速感が強ま

りました。そしてさらに、国内経済を牽引してきた輸出が急減するなど、景気は後退局面に入ってまいりました。

当社の主要顧客である自動車機器関連業界では、自動車メーカーの年間生産・販売台数予測の下方修正を受けて、

８月に一部在庫調整が始まり、10月中旬以降において生産調整が本格化しました。また電気電子機器・デジタル家

電・光学機器・情報通信機器業界においても、景気後退・個人消費停滞の影響を受けて、生産量が減少しました。

この様な環境下、当社グループはドライルーブ事業部門において、既存コーティング加工製品の安定受注を狙う営

業活動を行い、また新規加工部品の受注拡大に向けた諸活動を継続して実施しましたが、一部の自動車機器メーカー

の在庫調整の影響を大きく受けました。その他部門では、ＩＭＣ製品の営業活動を積極的に展開しました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、自動車機器メーカー及び電気電子機器メー

カーの在庫調整に伴う減産により当社の受注が減少したため、売上高は2,401百万円、営業利益は242百万円、経常利

益は220百万円、四半期純利益は99百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における事業部門別概況は次のとおりであります。

＜ドライルーブ事業＞

自動車機器関連メーカーでは自動車販売の減少による在庫調整が加速したため、当社の受注量が大幅に減少しまし

た。また、新たにエンジン周辺機器の量産が本格化しましたが、想定しておりました受注量を大幅に下回りました。

電気電子機器関連は、個人消費の低迷を受けて受注鈍化傾向でありました。この結果、当第２四半期連結累計期間に

おけるドライルーブ事業の売上高は2,359百万円となりました。

中国子会社の広州徳来路博科技有限公司の生産設備が完成しました。現地での受注活動を積極的に展開しておりま

す。

　＜その他事業＞

当第２四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は、ＩＭＣ製品の販路が拡大し、42百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（1）資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ275百万円増加し、6,426百万円となりまし

た。これは主に、売上債権105百万円の減少、たな卸資産66百万円の減少等がありましたが、現金及び預金321百

万円の増加により、流動資産が134百万円増加したことと、有形固定資産155百万円の増加により固定資産が140百

万円増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ204百万円増加し、1,849百万円となりました。

これは主に、仕入債務111百万円の減少、未払法人税等18百万円の減少等がありましたが、長期借入金300百万円

（１年内返済予定の長期借入金を含む）が増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、4,576百万円となりました。

これは主に、配当の支払33百万円及び第２四半期純利益99百万円により株主資本合計が66百万円増加したことに

よるものです。評価・換算差額等合計は、微増の80百万円となりました。

これらの結果、自己資本比率は71.2％となりました。　

　（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,397百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は、次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益218百

万円、減価償却費131百万円、売上債権105百万円、たな卸資産66百万円の減少等による収入がありましたが、

仕入債務111百万円の減少、利息の支払額6百万円、法人税等の支払額139百万円等により340百万円の収入とな

りました。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

274百万円等により、276百万円の支出となりました。

　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円

がありましたが、配当金の支払額33百万円等により、265百万円の収入となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年１月20日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、平成20年８月８日に

公表しました平成21年６月期通期の連結業績予想を下方修正いたしました。

米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退や急激な円高により、当社グループを取り巻く経営環境は第２四半

期、特に昨年12月以降、急激に変化いたしました。具体的には12月以降当社グループの主要需要先である自動車機器

業界、電気電子機器業界では消費者における急激な需要低迷による生産調整、減産等が本格化したことを受け、当社

の受注が減少しております。下半期においてもこの様な事業環境が継続するものとみており、主に、ドライルーブ製

品のコーティング加工部門を中心に受注が減少し、売上高は、当初予想より1,125百万円減少して4,085百万円となる

見通しです。売上高が減少することにより営業利益は当初予想より569百万円減少し116百万円となる見込みでありま

す。経常利益は当社保有外貨の為替差損18百万円及び持分法適用会社の投資利益の減少により83百万円（当初予想

比：602百万円減）及び当期純利益は15百万円（当初予想比：355百万円減）となる見通しです。

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）

該当事項はありません。

（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

　　簡便な会計処理

　　① たな卸資産の評価方法

　　当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として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。

（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

　会計処理基準に関する事項の変更

　① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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 たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出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 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。

③ 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（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

こと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

－ 2 －



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

る損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。

④ 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

　「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」（企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。これによる営業利益、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軽微であります。

（追加情報）

⑤ 有形固定資産の耐用年数の変更

当社は法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、機械装置について、第

１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しております。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11百万円の減少となっております。
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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,603,774 1,282,687

受取手形及び売掛金 751,626 857,170

商品及び製品 66,847 129,664

仕掛品 32,498 40,131

原材料及び貯蔵品 52,738 48,526

繰延税金資産 18,780 21,080

その他 14,371 26,743

貸倒引当金 △88 △100

流動資産合計 2,540,549 2,405,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,569,707 1,524,499

減価償却累計額 △709,902 △678,815

建物及び構築物（純額） 859,805 845,684

機械装置及び運搬具 1,222,164 1,121,893

減価償却累計額 △605,591 △541,933

機械装置及び運搬具（純額） 616,573 579,960

工具、器具及び備品 84,525 77,246

減価償却累計額 △58,383 △51,161

工具、器具及び備品（純額） 26,142 26,084

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 293,026 188,693

有形固定資産合計 3,020,693 2,865,568

無形固定資産 8,356 10,471

投資その他の資産   

投資有価証券 16,699 28,144

関係会社出資金 695,252 709,314

繰延税金資産 77,573 66,899

その他 67,086 64,740

投資その他の資産合計 856,612 869,098

固定資産合計 3,885,661 3,745,138

資産合計 6,426,211 6,151,042



（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 311,212 423,165

1年内返済予定の長期借入金 64,000 －

未払法人税等 141,750 160,611

賞与引当金 19,294 19,565

その他 121,987 93,766

流動負債合計 658,245 697,109

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 536,000 300,000

退職給付引当金 114,030 106,321

長期未払金 141,370 141,370

固定負債合計 1,191,400 947,691

負債合計 1,849,645 1,644,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 3,670,899 3,604,418

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,496,288 4,429,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,766 5,125

為替換算調整勘定 82,043 71,308

評価・換算差額等合計 80,277 76,433

純資産合計 4,576,565 4,506,241

負債純資産合計 6,426,211 6,151,042



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,401,967

売上原価 1,729,470

売上総利益 672,496

販売費及び一般管理費 430,134

営業利益 242,362

営業外収益  

受取利息 970

受取配当金 115

受取保険料 14,454

その他 2,687

営業外収益合計 18,228

営業外費用  

支払利息 4,625

社債利息 3,700

為替差損 22,054

持分法による投資損失 8,865

その他 1,265

営業外費用合計 40,511

経常利益 220,079

特別利益  

貸倒引当金戻入額 18

特別利益合計 18

特別損失  

固定資産除却損 1,679

固定資産売却損 99

特別損失合計 1,779

税金等調整前四半期純利益 218,318

法人税、住民税及び事業税 122,433

法人税等調整額 △3,702

法人税等合計 118,731

四半期純利益 99,587



（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７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 218,318

減価償却費 131,592

持分法による投資損益（△は益） 8,865

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △271

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,708

受取利息及び受取配当金 △1,085

支払利息及び社債利息 8,325

為替差損益（△は益） 21,429

固定資産除売却損益（△は益） 1,779

売上債権の増減額（△は増加） 105,541

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,188

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,448

仕入債務の増減額（△は減少） △111,383

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,730

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,940

その他 6,099

小計 485,749

利息及び配当金の受取額 1,221

利息の支払額 △6,533

法人税等の支払額 △139,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,495

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 △193,000

定期預金の払戻による収入 193,000

有形固定資産の取得による支出 △274,103

その他 △2,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,929

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

配当金の支払額 △33,101

その他 △904

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321,086

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397,684



　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。

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）については、「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７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

（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）セグメント情報

〔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７月１日　至 平成20年12月31日）

ドライルーブ事業の売上高及び営業利益の金額は、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額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔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７月１日　至 平成20年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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２四半期連結累計期間（自 平成20年７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％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

当社は、平成21年６月期より第２四半期連結財務諸表を作成しているため、「参考資料」については記載しておりま

せん。

－ 2 －



６．その他の情報

　該当事項はありません。

－ 3 －
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