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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） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(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 1,628 ― 186 ― 184 ― 96 ―

20年3月期第3四半期 1,684 △10.5 125 △51.4 121 △52.2 68 △54.3

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 15.45 ―

20年3月期第3四半期 10.98 ―

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 3,917 3,006 76.7 481.47
20年3月期 3,931 2,933 74.6 469.68

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,006百万円 20年3月期  2,933百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 2.00

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 1,861 △17.4 96 △43.7 92 △45.1 41 △58.4 6.67

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  6,245,000株 20年3月期  6,245,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  6,245,000株 20年3月期第3四半期  6,245,000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． 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、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。 
 ２． 当事業年度より「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。  
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発する世界同時不況を背景とした急激な

円高や大幅な株価下落等により企業収益の低下、雇用環境の悪化、消費の低迷等、景気後退傾向が一段と深刻化し

ました。 

 このような経済環境のもとで、当社は引き続き製販一体体制を強化、経費削減を徹底する一方、製造リードタイ

ムの短縮などによる生産性の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高につきましては1,628,771千円（前年同期比3.3％減）、経常

利益は、選択と集中による研究開発費の抑制効果等により184,178千円（同51.0％増）、当第３四半期純利益は

96,467千円（同40.7％増）となりました。なお、人員削減による経営合理化に伴い発生する特別退職金19,655千円

を特別損失として計上しております。 

 品目別の売上状況は、主力製品でありますリニアベアリングにつきましては、景気低迷による設備投資抑制の影

響を受け、各種産業用機械メーカーからの受注が減少し、当第３四半期累計期間の売上高は1,007,756千円（前年

同期比9.2％減）となりました。 

 エンジンパーツにつきましては、モータースポーツ向けがほぼ横ばいとなり、売上高は473,025千円（同3.3％

減）となりました。 

 ポジショニングステージにつきましては、プリント基板製造装置向けステージが好調に推移し、売上高は

147,988千円（同73.9％増）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は3,917,926千円となり、前事業年度末と比べ13,309千円減少いたしました。主

な要因は、たな卸資産の減少36,679千円等によるものであります。 

 負債は911,125千円となり、前事業年度末と比べ86,953千円減少いたしました。主な要因は、１年内返済予定の

長期借入金の減少41,588千円及び長期借入金の減少47,832千円等によるものであります。 

 純資産は3,006,800千円となり、前事業年度末と比べ73,643千円増加いたしました。主な要因は、四半期純利益

による利益剰余金が増加したことによるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ78,330千円増加

し、228,008千円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 営業活動の結果得られた資金は238,558千円となりました。 

 これは主に税引前四半期純利益155,159千円及び減価償却費106,109千円等による資金の増加に対し、法人税等の

支払73,918千円等による資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は45,582千円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出34,315千円及び定期預金の預入による支出10,000千円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は114,646千円となりました。 

 これは主に長期借入金返済による支出89,420千円等によるものであります。  

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、経営環境を勘案し、通期の業績予想の見直しを行い、平成20年５月

９日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳細は、本日公表いたしました「平成21年３月期通期業績

予想の修正及び配当予想の修正並びに人員削減等の経営合理化に関するお知らせ」をご参照ください。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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① 当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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を採用しております。  

② 標準原価を適用しているために原価差額が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度

決算と比較して簡便的に実施する方法を採用しております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法において、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した

予算を策定しているため、当該予算に基づく年間償却予算額を期間按分して算定する方法によっております。

④ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合に、前事業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を採用しております。 

⑤ 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。  

  

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 

（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 当事業年度より「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。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準

については、主として総平均法による原価法から主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

③ 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日以後開始する事業年度に係る四半期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

四半期会計期間から新規取得のリース資産について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。 

  ただし、当第３四半期累計期間は新規取得のリース資産がないため、この変更により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日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。  
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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 296,231 207,901

受取手形及び売掛金 718,282 716,114

製品 9,012 9,546

原材料 165,639 170,069

仕掛品 265,243 296,958

その他 28,848 26,595

貸倒引当金 △1,398 △568

流動資産合計 1,481,859 1,426,618

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 954,332 1,003,535

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 280,475 298,404

有形固定資産合計 2,298,312 2,365,444

無形固定資産 3,855 5,264

投資その他の資産 133,898 133,908

固定資産合計 2,436,066 2,504,617

資産合計 3,917,926 3,931,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 361,375 362,251

1年内返済予定の長期借入金 71,172 112,760

未払法人税等 32,951 48,000

引当金 4,725 27,000

その他 89,887 53,314

流動負債合計 560,111 603,325

固定負債   

長期借入金 79,868 127,700

退職給付引当金 34,173 34,733

役員退職慰労引当金 236,972 232,318

固定負債合計 351,013 394,752

負債合計 911,125 998,078
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 717,495 717,495

資本剰余金 664,455 664,455

利益剰余金 1,624,850 1,553,363

株主資本合計 3,006,800 2,935,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △2,155

評価・換算差額等合計 － △2,155

純資産合計 3,006,800 2,933,157

負債純資産合計 3,917,926 3,931,236
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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 1,628,771

売上原価 1,030,661

売上総利益 598,110

販売費及び一般管理費 411,702

営業利益 186,408

営業外収益  

受取利息 251

その他 569

営業外収益合計 820

営業外費用  

支払利息 2,040

債権売却損 840

その他 169

営業外費用合計 3,050

経常利益 184,178

特別損失  

固定資産除却損 3,917

投資有価証券評価損 4,281

特別退職金 19,655

損害賠償金 1,163

特別損失合計 29,018

税引前四半期純利益 155,159

法人税等 58,692

四半期純利益 96,467
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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 155,159

減価償却費 106,109

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,015

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,275

退職給付引当金の増減額（△は減少） △560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,653

受取利息及び受取配当金 △251

支払利息 2,040

固定資産除却損 3,917

投資有価証券評価損益（△は益） 4,281

売上債権の増減額（△は増加） △2,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,679

その他の流動資産の増減額（△は増加） △617

仕入債務の増減額（△は減少） △12,315

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,992

その他 △4,394

小計 314,266

利息及び配当金の受取額 251

利息の支払額 △2,040

法人税等の支払額 △73,918

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,558

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 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △34,315

投資有価証券の取得による支出 △497

貸付金の回収による収入 770

その他 △1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,582

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △89,420

配当金の支払額 △25,226

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,330

現金及び現金同等物の期首残高 149,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 228,008
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 当事業年度より「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

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  1,684,149

Ⅱ 売上原価  1,070,941

売上総利益  613,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費  487,543

営業利益  125,663

Ⅳ 営業外収益  701

Ⅴ 営業外費用  4,415

経常利益  121,950

Ⅵ 特別利益  5,270

Ⅶ 特別損失  15,044

税引前四半期純利益  112,175

税金費用  43,606

四半期純利益  68,568
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純利益  112,175

 減価償却費  112,161

 引当金の増減額（減少：△） △27,089

 その他増減額（減少：△）  176,778

小計  374,025

 法人税等の支払額 △79,412

 その他増減額（減少：△） △3,506

営業活動によるキャッシュ・フロー  291,106

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 △95,919

 その他増減額（減少：△） △4,474

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,394

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出 △202,660

 配当金の支払額 △43,364

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,024

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △55,313

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  248,879

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  193,566
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