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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 5,646 ― 741 ― 767 ― 431 ―

20年3月期第3四半期 5,533 10.3 685 63.1 710 56.8 427 72.8

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 107.91 ―

20年3月期第3四半期 106.95 ―

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 6,966 5,899 84.6 1,475.23
20年3月期 6,891 5,700 82.7 1,425.44

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,899百万円 20年3月期  5,700百万円

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 ― ― ― 24.00 24.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 14.00 14.00

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  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 6,500 △5.5 620 △7.3 660 △4.8 320 △23.1 80.01

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２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２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、その他の特記事項 
１．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関す
る事項は、２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。  

 

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 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  4,000,000株 20年3月期  4,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  835株 20年3月期  835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  3,999,165株 20年3月期第3四半期  3,999,241株



当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機による株価の下

落や、急激な円高による輸出産業への影響も大きく、極めて厳しい状況となりました。 

このような状況の中、当第３四半期累計期間の売上高は、5,646百万円（前年同期比2.0％増）となりました。営業利

益は741百万円（前年同期比8.1％増）、経常利益は767百万円（前年同期比8.0％増）、四半期純利益は431百万円（前

年同期比0.8％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。 

（ 自動車部品製造事業） 

新規取引先増加へのアプローチを含めた幅広い営業活動を展開してまいりましたが、全体的には四輪部品の受注が前

年同期と比較して減少し、売上高は3,218百万円（前年同期比22.6%減）となりました。 

営業利益は182百万円（前年同期比60.7％減）となりました。  

（工作機械製造事業） 

専用機の改造及びロータリーフライス盤の受注が増え、売上高は2,428百万円（前年同期比77.1％増）となりまし 

た。 

営業利益は559百万円（前年同期比152.8％増）となりました。 

  

なお、上記の前年同期比増減率については、当連結会計年度から導入された四半期報告制度の「四半期財務諸表に関

する会計基準」を適用しているため参考数値として記載しております。  

   

当第３四半期末における総資産は、投資有価証券の時価評価による減少があったものの、流動資産の有価証券が増加

したこと等により、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、6,966百万円となりました。 

負債につきましては、仕入債務や未払金等が減少したため123百万円減少し、1,066百万円となりました。  

純資産は、為替換算調整勘定が減少したものの利益剰余金の増加により5,899百万円となり、前連結会計年度末に比 

べ199百万円増加しました。  

  

 通期の業績予想につきましては、自動車部品製造事業の各客先の減産に伴う受注減などにより、平成20年５月16日

公表の連結・個別業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

 該当事項はありません。 

    

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 

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 

 ①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

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、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、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。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  



（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）を適用し、評価

基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。  

③第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

（実務対応報告書第18号）を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。  

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行 

い、一部の資産について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純 

利益が15,987千円それぞれ減少しています。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 548,953 508,732

受取手形及び売掛金 825,740 934,697

有価証券 1,387,000 987,000

製品 12,603 792

原材料 40,041 52,736

仕掛品 295,461 398,631

その他 30,372 39,479

貸倒引当金 △1,290 △1,399

流動資産合計 3,138,883 2,920,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 837,164 910,581

機械装置及び運搬具（純額） 1,282,161 1,172,710

土地 643,812 643,812

その他（純額） 54,465 67,126

有形固定資産合計 2,817,603 2,794,231

無形固定資産 14,974 20,956

投資その他の資産 995,216 1,155,439

固定資産合計 3,827,793 3,970,627

資産合計 6,966,676 6,891,296



（単位：千円）

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   

買掛金 238,106 301,723

未払法人税等 183,779 120,716

賞与引当金 － －

引当金 10,600 15,000

その他 224,109 281,148

流動負債合計 656,595 718,588

固定負債   

退職給付引当金 194,892 177,220

引当金 18,180 35,515

その他 197,303 259,409

固定負債合計 410,376 472,145

負債合計 1,066,972 1,190,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,666,673 5,331,074

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,892,220 5,556,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,412 131,524

為替換算調整勘定 △51,929 12,417

評価・換算差額等合計 7,483 143,941

純資産合計 5,899,703 5,700,562

負債純資産合計 6,966,676 6,891,296



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 5,646,244

売上原価 4,387,449

売上総利益 1,258,795

販売費及び一般管理費 517,155

営業利益 741,639

営業外収益  

受取利息 3,959

受取配当金 7,608

賃貸収入 40,646

雑収入 3,782

営業外収益合計 55,997

営業外費用  

支払利息 3,504

不動産賃貸原価 13,380

為替差損 12,549

雑損失 396

営業外費用合計 29,831

経常利益 767,805

特別利益  

貸倒引当金戻入額 40

特別利益合計 40

特別損失  

役員退職慰労金 3,465

固定資産売却損 3,484

固定資産廃棄損 18,552

投資有価証券評価損 1,545

特別損失合計 27,047

税金等調整前四半期純利益 740,799

法人税、住民税及び事業税 313,202

法人税等調整額 △3,982

法人税等合計 309,220

四半期純利益 431,578



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 740,799

減価償却費 315,705

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,671

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109

受取利息及び受取配当金 △11,567

支払利息 3,504

有形固定資産廃棄損 18,552

売上債権の増減額（△は増加） 69,415

たな卸資産の増減額（△は増加） 104,052

仕入債務の増減額（△は減少） △63,616

未払又は未収消費税等の増減額 8,483

その他 17,090

小計 1,198,246

利息及び配当金の受取額 11,567

利息の支払額 △3,504

法人税等の支払額 △251,422

営業活動によるキャッシュ・フロー 954,888

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 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000

貸付金の回収による収入 325

有形固定資産の取得による支出 △470,644

有形固定資産の売却による収入 910

投資有価証券の取得による支出 △7,733

その他 69,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △407,155

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △89,293

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,221

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,732

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,922,953



 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。 

  

 

  

（注）１.事業の区分は、製品の種類・性質によっております。 

   ２.各区分の主な製品  

   （１）自動車部品製造事業・・・自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品 

   （２）工作機械製造事業・・・・ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、 

                  各種専用機 

  

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えてい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。  

  

  

 

 （注）１.国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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）  

  
自動車部品
製造事業 
（千円） 

工作機械
製造事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 3,218,202  2,428,041 5,646,244  － 5,646,244 

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 50,269  50,269 (50,269)  －

  計 3,218,202 2,478,310 5,696,513  (50,269) 5,646,244 

 営業利益 182,213 559,425 741,639 － 741,639 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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）  

  南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 649,765 419,088 1,068,853 

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －  5,646,244 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
11.5 7.4 18.9 

（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。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表 

（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（千円）

Ⅰ 売上高  5,533,012

Ⅱ 売上原価  4,314,077

売上総利益  1,218,935

Ⅲ 販売費及び一般管理費  533,254

営業利益  685,680

Ⅳ 営業外収益  52,872

Ⅴ 営業外費用  27,924

経常利益  710,628

Ⅵ 特別利益  300

Ⅶ 特別損失  1,161

税金等調整前四半期純利益  709,767

法人税、住民税及び事業税  268,000

法人税等調整額  14,038

四半期純利益  427,729
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