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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 21,191 ― 1,304 ― 870 ― 484 ―

20年3月期第3四半期 21,331 5.9 2,301 19.1 2,226 17.5 1,328 16.0

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 10.98 ―

20年3月期第3四半期 29.55 ―

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 34,719 14,595 37.6 300.67
20年3月期 32,925 15,218 42.5 314.51

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,054百万円 20年3月期  13,977百万円

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  

現時点における期末配当予想額は未定であります。  

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 ― ― ― 7.00 7.00
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  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 24,000 △16.0 800 △73.8 500 △81.2 200 △88.6 4.50

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、３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．期末配当予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であるため、現時点においては未定とさせていただきます。詳細につきましては本日公表の「業績予想
及びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって、記載の予想と異なる場合があります。な
お、業績予想に関する情報は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予測に関する定性的情報をご覧下さい。また、本日公表の「業績予想及びに配当予
想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
３．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。  

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  45,106,764株 20年3月期  45,106,764株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,689,763株 20年3月期  665,640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  44,148,555株 20年3月期第3四半期  44,954,597株
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当第３四半期に入り、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した欧米を中心とした金融危機が世界

全体の実体経済に深刻な影響を与え、国内外の経済は、先行きが極めて不透明な状況になってまいりまし

た。 

  当油圧業界におきましても、その影響を受けて、平成20年10月から12月までの受注額は、前年同期比

33.8%減の734億7百万円に留まりました。 

  このような状況下、当社グループは、積極的な営業活動、海外市場展開の強化、生産効率の改善と徹底

した経費の削減等により売上と利益の確保に注力いたしましたが、厳しさが加速する経営環境の中、国内

の大幅な需要の減少、中国・アジア地域の急速な需要の冷え込みの影響を受け、前年同期比大幅な減益を

余儀なくされました。 

  当第３四半期連結累計期間の連結業績は、第３四半期に入ってからの国内外における大幅な需要減退の

影響を受け、売上高は211億9千1百万円と前年同期比0.7%の減少となりました。 

  利益面では、グループ各社の売上の減少に加えて、円高の進行、原材料価格の値上がり等の要因により

営業利益13億4百万円（前年同期比43.3%減）、経常利益8億7千万円（前年同期比60.9%減）、四半期純利

益4億8千4百万円（前年同期比63.5%減）の計上となりました。 

  

※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。 

したがいまして、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基

準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資産はユケン・

インディアを連結子会社化した影響等で17億9千3百万円増加し、347億1千9百万円となりました。主な増

減は、流動資産では、たな卸資産が21億1千2百万円増加、短期貸付金が1億7千万円増加、現金および預金

が7億2千9百円減少、固定資産では、設備投資により有形固定資産が5億2千7百万円増加、投資その他の資

産では、投資有価証券が6億4千3百万円減少しております。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億1千6百万円増加し、201億2千3百万円となりました。短期借

入金が27億3百万円増加しております。 

 純資産合計では、前連結会計年度末に比べ6億2千2百万円減少し、145億9千5百万円となりました。主な

増減としては、利益剰余金が1億7千3百万円増加、ユケン・インディアを連結子会社化したことにより少

数株主持分が3億円増加いたしましたが、自己株式取得により2億2千9百万円減少、評価・換算差額等が8

億6千7百万円減少しております。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.9ポイント減少し、37.6%となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物

は、前連結会計年度末より9億5千6百万円減少し、27億6千1百万円となりました。各活動別のキャッシ

ュ・フローの状況とそ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・フローは13億6千8百万円の減少となっております。収入の主な内訳は、税

金等調整前四半期純利益8億5千9百万円、減価償却費5億8千７百万円、売上債権の減少額3億2千4百万円等

であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額18億7千9百万円、仕入債務の減少額3億8百万円、法人税

等の支払額7億9百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは13億6千6百万円の支出となっております。これは主に有形固定資

産の取得による支出8億6千万円、非連結子会社の増資等に伴う投資有価証券の取得による支出2億7千9百

万円、貸付金の実行1億7千4百万円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは19億の収入となっております。収入の主な内訳は短期借入金の純

増額20億9千5百万円、長期借入金純増額3億9千6百万円であり、支出の主な内訳は、自己株式取得による

支出2億2千9百万円、配当金の支払額3億1千6百万円等であります。 

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
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今後の見通しにつきましては、一段の景気減速も懸念されるほか、為替、株価の動向など、先行き不透

明な状況が予想され、厳しい経営環境が継続するものと考えております。 

 当社グループは、引き続き、高性能・先端差別化商品の開発と拡販を積極的に展開するとともに、生産

性の向上、原価の低減、海外拠点間の一層の連携強化に注力し、高収益体質企業の基盤構築に努めてまい

ります。 

 これらの状況を踏まえ、通期の連結業績は、売上高240億円、営業利益8億円、経常利益5億円、当期純

利益2億円を見込んでおります。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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たな卸資産の評価方法 

 実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚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。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

のみ正味売却価格を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。なお、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計算する方法によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 税金費用の計算については、当連結会計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する方法を採用してお

ります。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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によっております。 

⑤未実現損益の消去 

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、棚卸資産の評価基準については、主として総平均法によ

る原価法（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、これによる損益に与

える影響はありません。 

③第１四半期連結会計期間より「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)を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

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

(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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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 3,649,807 4,378,976

受取手形及び売掛金 13,242,089 13,148,268

有価証券 7,465 177,285

商品 99,915 119,890

製品 2,950,318 1,834,280

半製品 470,975 423,334

原材料 2,738,795 1,876,234

仕掛品 879,143 772,430

その他 1,134,874 856,099

貸倒引当金 △316,299 △329,716

流動資産合計 24,857,084 23,257,084

固定資産   

有形固定資産 5,418,923 4,891,541

無形固定資産 52,949 52,976

投資その他の資産   

投資有価証券 3,148,728 3,791,993

その他 1,259,038 949,381

貸倒引当金 △17,283 △17,283

投資その他の資産合計 4,390,484 4,724,091

固定資産合計 9,862,356 9,668,609

資産合計 34,719,441 32,925,694

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,199,616 7,355,693

短期借入金 4,333,305 1,630,202

未払法人税等 － 346,171

引当金 246,135 551,868

その他 1,056,358 985,373

流動負債合計 12,835,416 10,869,308

固定負債   

長期借入金 4,943,496 4,473,255

退職給付引当金 2,215,588 2,277,924

負ののれん 4,313 7,548

その他 125,067 79,504

固定負債合計 7,288,464 6,838,232

負債合計 20,123,881 17,707,540
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,109,101 4,109,101

資本剰余金 3,853,007 3,853,007

利益剰余金 6,005,437 5,831,665

自己株式 △457,933 △228,544

株主資本合計 13,509,613 13,565,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,556 425,550

繰延ヘッジ損益 △59,096 45,845

為替換算調整勘定 △442,841 △59,595

評価・換算差額等合計 △455,382 411,800

少数株主持分 1,541,329 1,241,122

純資産合計 14,595,560 15,218,153

負債純資産合計 34,719,441 32,925,694
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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 21,191,876

売上原価 15,978,622

売上総利益 5,213,254

販売費及び一般管理費 3,908,294

営業利益 1,304,960

営業外収益  

受取利息 21,754

受取配当金 43,312

有価証券売却益 603

負ののれん償却額 3,234

その他 112,541

営業外収益合計 181,447

営業外費用  

支払利息 169,316

為替差損 382,007

その他 64,826

営業外費用合計 616,150

経常利益 870,257

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,900

賞与引当金戻入額 5,862

特別利益合計 11,762

特別損失  

役員退職慰労金 21,350

固定資産売却損 955

特別損失合計 22,305

税金等調整前四半期純利益 859,714

法人税等 285,240

少数株主利益 89,614

四半期純利益 484,860
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(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 859,714

減価償却費 587,735

負ののれん償却額 △3,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62,335

受取利息及び受取配当金 △65,067

支払利息 169,316

為替差損益（△は益） 6,903

売上債権の増減額（△は増加） 324,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,879,585

仕入債務の増減額（△は減少） △308,456

その他 △193,781

小計 △571,279

利息及び配当金の受取額 63,645

利息の支払額 △150,773

法人税等の支払額 △709,882

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,368,290

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 33,359

有形固定資産の取得による支出 △860,995

有形固定資産の売却による収入 1,844

投資有価証券の取得による支出 △279,121

投資有価証券の売却による収入 30,288

貸付けによる支出 △174,000

貸付金の回収による収入 1,658

その他 △119,418

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,366,384

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,095,653

長期借入れによる収入 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △903,489

自己株式の取得による支出 △229,389

配当金の支払額 △316,706

少数株主への配当金の支払額 △46,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,900,007

現金及び現金同等物に係る換算差額 △203,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,038,515

現金及び現金同等物の期首残高 3,717,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 81,887

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,761,056
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

油圧機器事業に係る売上高および営業利益は、全事業に占める割合が、それぞれ90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。 
  

  

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

           イ アジア……台湾、香港、インド 

           ロ その他の地域……イギリス 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国または地域における売上高であります。 

   ２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

        （1）国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

        （2）各区分に属する主な国又は地域 

             イ アジア……中国、台湾、韓国、インド 

             ロ 北米……アメリカ 

             ハ ヨーロッパ……イギリス 

  

当社は、平成20年８月12日の取締役会決議に基づき、平成20年８月20日から平成20年９月22日までの
間に自己株式500,000株（発行済株式総数に占める割合1.1％）、131,183千円を取得しました。また、
平成20年11月14日の取締役会決議に基づき、平成20年11月20日から平成20年12月22日までの間に自己株
式500,000株（発行済株式総数に占める割合1.1％）、91,665千円を取得しました。当第３四半期連結会
計期間末の自己株式残高は457,933千円となっております。 

(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】

【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)

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の地域
(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

14,738,352 6,287,979 165,545 21,191,876 ― 21,191,876

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,574,341 943,088 ─ 3,517,430 (3,517,430) ―

計 17,312,694 7,231,067 165,545 24,709,307 (3,517,430) 21,191,876

 営業利益 1,040,341 235,794 16,419 1,292,555 12,404 1,304,960

【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)

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,606,583 242,433 138,749 174,527 8,162,293

Ⅱ 連結売上高(千円) 21,191,876

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

35.9 1.1 0.7 0.8 38.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

                                                                （単位：千円） 

 
  

「参考」

 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

区分 金額 百分比(％)

 売上高 21,331,981 100.0

売上原価 15,337,672 71.9

売上総利益 5,994,308 28.1

販売費及び一般管理費 3,692,878 17.3

営業利益 2,301,430 10.8

営業外収益 224,321 1.0

受取利息及び配当金 81,930

その他 142,391

営業外費用 299,074 1.4

支払利息 166,161

その他 132,913

経常利益 2,226,677 10.4

特別損失 23,870 0.1

税金等調整前四半期純利益 2,202,807 10.3

法人税等 704,349

少数株主利益 170,171

四半期純利益 1,328,287 6.2
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