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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 16,034 ― △425 ― △355 ― △254 ―

20年3月期第3四半期 16,430 5.0 319 △43.8 654 △23.0 440 2.0

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 △16.55 ―

20年3月期第3四半期 28.60 ―

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 21,792 12,951 57.7 818.76
20年3月期 20,885 13,655 63.3 859.43

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  12,571百万円 20年3月期  13,228百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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 19,000 △15.4 △1,350 ― △1,150 ― △750 ― △48.75

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  無  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(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)上記の予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
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 15,400,000株 20年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 45,288株 20年3月期 7,450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 15,385,011株 20年3月期第3四半期 15,396,123株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発の金融危機がアジア、欧州を含めた世界的な

規模での景気に大きな影響を及ぼした結果、日々悪化の一途を辿る状況で推移しております。 

 当社グループの主要取引業界である自動車・産業機械業界におきましても、金融危機以降、需要が大幅

に減退したことにより、国内外の自動車生産及び輸出が減少し、先行きが極めて厳しい状況となりまし

た。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、主原材料及びエネルギー費等の高騰に対する販

売価格の見直しとともに、コスト削減に全力を尽くしてまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の当

社グループの売上高は160億34百万円、経常損失は３億55百万円、四半期純損失は２億54百万円となりま

した。 

  

  
当第３四半期連結会計期間末における総資産は217億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億７

百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加23億80百万円、受取手形及び売掛金の減少８億

70百万円、有価証券の減少７億40百万円などによるものであります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ16億11百万円増加し、88億41百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金の減少６億77百万円、長期借入金の増加21億４百万円などによるものであります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ７億４百万円減少し、129億51百万円となりました。これは主

に利益剰余金の減少３億77百万円などによるものであります。 

  

  
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日に公表いたしました連結業績予想を

修正しております。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

・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
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

① 「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)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 「棚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、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

が138,797千円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

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」(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。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 
  

④ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 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」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前のファイナンス・リース取引については、期首に前連

結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとして、リース資産に計上

する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に76,748千円、無形固定

資産に18,884千円計上されており、損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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１【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 3,253,103 872,186

受取手形及び売掛金 3,839,674 4,710,001

有価証券 513,347 1,253,446

商品及び製品 443,998 427,371

仕掛品 504,469 542,791

原材料及び貯蔵品 380,308 367,086

その他 582,951 325,216

貸倒引当金 △3,710 △3,780

流動資産合計 9,514,143 8,494,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,455,475 1,585,670

機械装置及び運搬具（純額） 6,000,886 5,787,311

工具、器具及び備品（純額） 598,205 704,209

その他（純額） 1,519,086 1,327,733

有形固定資産合計 9,573,653 9,404,924

無形固定資産   

のれん 4,646 6,195

その他 35,174 30,821

無形固定資産合計 39,821 37,016

投資その他の資産   

その他 2,677,899 2,961,800

貸倒引当金 △12,800 △12,800

投資その他の資産合計 2,665,099 2,949,000

固定資産合計 12,278,573 12,390,941

資産合計 21,792,717 20,885,263
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（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   

支払手形及び買掛金 3,349,163 4,026,313

短期借入金 76,650 76,900

1年内返済予定の長期借入金 584,977 307,318

未払法人税等 4,711 64,437

賞与引当金 59,447 256,179

その他 1,272,437 1,043,784

流動負債合計 5,347,387 5,774,933

固定負債   

長期借入金 2,939,180 834,813

退職給付引当金 45,620 50,433

役員退職慰労引当金 139,064 147,374

負ののれん 6,057 15,315

その他 364,071 406,782

固定負債合計 3,493,993 1,454,719

負債合計 8,841,381 7,229,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,380 574,652

利益剰余金 10,447,755 10,825,523

自己株式 △15,731 △3,454

株主資本合計 12,042,404 12,432,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 306,061 519,673

繰延ヘッジ損益 △46,833 －

為替換算調整勘定 270,159 276,456

評価・換算差額等合計 529,388 796,129

少数株主持分 379,543 426,759

純資産合計 12,951,336 13,655,610

負債純資産合計 21,792,717 20,885,263
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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：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 16,034,944

売上原価 15,189,802

売上総利益 845,141

販売費及び一般管理費 1,271,002

営業損失（△） △425,860

営業外収益  

受取利息 20,507

受取配当金 32,032

持分法による投資利益 166,001

その他 63,440

営業外収益合計 281,983

営業外費用  

支払利息 34,367

為替差損 45,465

デリバティブ評価損 126,500

その他 5,679

営業外費用合計 212,013

経常損失（△） △355,890

特別利益  

前期損益修正益 595

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 1,728

特別利益合計 2,336

特別損失  

固定資産売却損 27,914

固定資産除却損 35,540

その他 3,200

特別損失合計 66,655

税金等調整前四半期純損失（△） △420,208

法人税、住民税及び事業税 3,597

法人税等調整額 △91,773

法人税等合計 △88,175

少数株主損失（△） △77,384

四半期純損失（△） △254,648
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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。 

  

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
  

該当事項はありません。 

  

【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) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 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(439,481千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

３ 会計方針の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚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)を適用しております。この変更に伴い、営業費用は「自動車

及び車両部品関連事業」で102,007千円増加し、営業利益が同額減少しており、「産業機械部品関連事業」

では36,313千円増加し、営業損失が同額増加しております。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」では

476千円増加し、営業損失が同額増加しております。 

  

【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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 13,053,961 431,946 2,549,036 16,034,944 ― 16,034,944

営業利益(△は営業損失) 136,103 △71,376 △51,106 13,621 (439,481) △425,860

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

中央可鍛工業㈱(5607)平成21年３月期　第3四半期決算短信

－7－



 
  

「参考」

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

科    目

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)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 16,430,658

Ⅱ 売上原価 14,812,492

  売上総利益 1,618,166

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,298,742

  営業利益 319,423

Ⅳ 営業外収益 401,339

   受取利息及び配当金 55,131

   その他 346,208

Ⅴ 営業外費用 66,756

   支払利息 8,993

   シンジケートローン手数料 42,100

   その他 15,663

  経常利益 654,007

Ⅵ 特別利益 14,879

Ⅶ 特別損失 121,328

  税金等調整前四半期純利益 547,557

  税金費用 137,208

  少数株主損失(△) △29,982

  四半期純利益 440,332
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［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) 

   
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   
２ 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主なものは、当社の総務部に係る費用であ

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(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

(2) セグメント情報

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 13,641,838 616,498 2,172,320 16,430,658 (―) 16,430,658

営業費用 12,973,629 657,479 1,963,275 15,594,384 516,850 16,111,234

営業利益(△は営業損失) 668,209 △40,980 209,044 836,274 (516,850) 319,423

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等
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