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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 28,373 ― 0 ― △177 ― △99 ―

20年3月期第3四半期 31,182 11.8 1,533 67.0 1,345 45.0 927 49.5

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 △4.50 ―

20年3月期第3四半期 42.06 ―

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 35,929 11,593 29.4 479.19
20年3月期 37,843 12,506 30.7 526.60

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,560百万円 20年3月期  11,608百万円

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  

期末配当につきましては、現時点において未定であります。  

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 ― ― ― 11.00 11.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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 34,900 △16.7 △1,200 ― △1,600 ― △1,500 ― △68.06

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．本資料に記載されている業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化に
より、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。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
情報をご覧下さい。 
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の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて四半期連結財務諸表を作成
しております。 
３．当期の期末配当金につきましては、経営環境の先行が不透明であることから、現時点では未定とし、当年度の通期業績及び来年度の業績見通し等を総合的に勘案
した上でご提案させていただきます。  

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  22,100,000株 20年3月期  22,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  61,319株 20年3月期  56,637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  22,041,014株 20年3月期第3四半期  22,046,416株
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（参考） 平成 21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は対前期） 

 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 29,300 △18.2 △2,000  ― △2,000  ― △1,700  ―   △77   13

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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【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のわが国経済は、米国での金融不安の影響、株価の大幅な下落、

円高の進行などにより企業収益の減速が顕著となりました。 

   このような厳しい経営環境の中、当社の受注量も激減したため、当第３四半期連結累計期

間の売上高は、前年同期比 9.0％減の 283 億 7 千 3百万円となりました。利益につきまして

も、急変した環境への対策として生産効率の向上や、間接部門を含めた徹底したコストの低

減に取り組むなど、業績改善対策を推進したものの、売上高の減少をカバーするには至らず、

営業利益0.2百万円、経常損失1億 7千 7百万円、四半期純損失9千 9百万円となりました。 

   なお、前年同期比は参考として記載しております。 

 

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における総資産につきましては、受取手形及び売掛金、投

資有価証券の減少などにより前連結会計年度末（378 億 4 千 3 百万円）に比べ、5.1％減の

359 億 2千 9百万円となりました。また、純資産につきましては、その他有価証券評価差額

金の減少などにより、前連結会計年度末（125 億 6 百万円）に比べ、7.3％減の 115 億 9 千

3百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   今後の見通しにつきましては、国内及び北米を中心に自動車販売台数が減少することなど

により事業環境はさらに厳しい状況になることが予想されます。 

   このような状況の中、通期の連結業績予想につきましては、売上高 349 億円、営業損失

12 億円、経常損失 16 億円、当期純損失 15 億円を予想しております。 

   なお、通期の個別業績予想につきましては、売上高 293 億円、営業損失 20 億円、経常損

失 20 億円、当期純損失 17 億円を予想しております。 
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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   

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等が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等を使用して貸倒見積高を

算定しております。 

 ② 固定資産の減価償却の算定方法 

   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

て算出する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 税金費用の計算 

   税金費用は、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で法

定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。 

⑤ たな卸資産の評価 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半

期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

   「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業

会計基準第 12 号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間

から適用しております。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 

   「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業

会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、これによる損益

に与える影響は軽微であります。 

 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 

   「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

用しております。なお、これによる利益剰余金及び損益に与える影響は軽微であります。 
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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：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 2,247 2,251

受取手形及び売掛金 7,819 9,144

たな卸資産 3,311 3,161

その他 680 468

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 14,056 15,023

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,376 5,740

機械装置及び運搬具 9,059 9,045

土地 3,191 3,210

その他 2,052 2,162

有形固定資産合計 19,678 20,160

無形固定資産 114 181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,032 1,790

長期貸付金 30 31

繰延税金資産 867 549

その他 174 131

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 2,080 2,478

固定資産合計 21,872 22,820

資産合計 35,929 37,843
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（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 7,049 8,441

短期借入金 10,431 10,359

未払法人税等 5 148

未払消費税等 48 47

賞与引当金 417 795

役員賞与引当金 21 33

未払費用 497 493

その他 708 734

流動負債合計 19,179 21,053

固定負債   

長期借入金 2,256 1,393

退職給付引当金 2,300 2,255

役員退職慰労引当金 82 114

長期未払金 514 516

その他 2 2

固定負債合計 5,156 4,283

負債合計 24,336 25,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,203 2,203

資本剰余金 1,722 1,722

利益剰余金 6,791 7,128

自己株式 △20 △18

株主資本合計 10,696 11,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197 660

為替換算調整勘定 △333 △88

評価・換算差額等合計 △136 572

少数株主持分 1,032 898

純資産合計 11,593 12,506

負債純資産合計 35,929 37,843
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(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 28,373

売上原価 25,671

売上総利益 2,702

販売費及び一般管理費 2,701

営業利益 0

営業外収益  

受取利息及び配当金 34

その他 111

営業外収益合計 146

営業外費用  

支払利息 216

その他 107

営業外費用合計 323

経常利益 △177

特別利益  

固定資産処分益 164

その他 109

特別利益合計 273

特別損失  

固定資産処分損 20

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純利益 75

法人税等 27

過年度法人税等戻入額 △23

少数株主利益 170

四半期純利益 △99
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第１四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準 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)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)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（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
粉末冶金

製品事業 

油圧機器

製品事業
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 26,901 1,472 28,373 ― 28,373 

営業費用 25,988 1,065 27,053 1,319 28,373 

営業利益 913 406 1,319 (1,319) 0 

(注) 1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各事業の主な製品 

     (1) 粉末冶金製品事業…… 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

     (2) 油圧機器製品事業…… モーターポンプ 

3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額の主なものは、提出

会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

（単位：百万円） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

23,340

813

3,543

―

1,489

―

28,373

813

 

― 

(813) 

28,373

―

計 24,153 3,543 1,489 29,186 (813) 28,373

営 業 費 用 25,017 2,830 1,340 29,188 (815) 28,373

営 業 利 益 △863 712 149 △1 2 0

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本国以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  

 

 

【海外売上高情報】 

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） 

   （単位：百万円） 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 3,573 1,804 5,377

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 28,373

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

12.6 6.4 19.0

(注)  1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本国以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  

 

 

（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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【参考資料】 

１． 前四半期にかかる財務諸表 

（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～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

前第３四半期 

(自 平成 19. ４. １ 

至 平成 19. 12.31) 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 31,182

Ⅱ 売上原価 26,819

売上総利益 4,363

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
2,830

営業利益 1,533

Ⅳ 営業外収益 190

受取利息及び配当金 34

その他の営業外収益 155

Ⅴ 営業外費用 378

支払利息 220

その他の営業外費用 158

経常利益 1,345

Ⅵ  特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 ―

税金等調整前中間純利益 1,345

法人税等 302

少数株主利益     △115

四半期純利益 927
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２．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（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
粉末冶金

製品事業 

油圧機器

製品事業
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 29,704 1,477 31,182 ― 31,182 

営業費用 27,195 1,122 28,318 1,330 29,649 

営業利益 2,509 354 2,864  （1,330） 1,533 

(注) 1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各事業の主な製品 

     (1) 粉末冶金製品事業…… 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

     (2) 油圧機器製品事業…… モーターポンプ 

3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額の主なものは、提出

会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

26,658

601

3,219

―

 

1,304

―

31,182

601

 

― 

(601) 

 

31,182

―

計 27,260 3,219 1,304 31,784 (601) 31,182

営 業 費 用 26,361 2,659 1,224 30,245 (595) 29,649

営 業 利 益 898 560 79 1,538 △5 1,533

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本国以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  
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【海外売上高情報】 

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） 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 3,248 1,591 4,840

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 31,182

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

10.4 5.1 15.5

(注)  1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本国以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  
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【参考資料】 

四半期個別財務諸表 

１.（要約）四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

 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 11,775 13,408

  固定資産 19,590 19,897

資産合計 31,365 33,306

負債の部 

  流動負債 16,005 17,435

  固定負債 4,710 3,912

 負債合計 20,715 21,347

純資産の部 

  株主資本 10,452 11,298

  評価・換算差額等 197 660

 純資産合計 10,649 11,958

負債純資産合計 31,365 33,306

 

 

２．（要約）四半期損益計算書 

       （単位：百万円） 

 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 23,744

営業利益 △863

経常利益 △870

四半期純利益 △602

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」 （平成 19 年内閣府令第 63 号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して

表示しており、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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