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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 23,565 ― 985 ― 958 ― 418 ―

20年3月期第3四半期 20,144 11.2 1,071 56.0 1,097 49.3 625 36.2

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 26.51 ―

20年3月期第3四半期 39.68 ―

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 25,066 7,067 28.2 448.23
20年3月期 24,737 6,861 27.7 435.04

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,067百万円 20年3月期  6,861百万円

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  

平成21年３月期（予想）配当金は未定であります。  

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 27,700 1.2 350 △73.5 300 △76.0 △200 ― △12.68

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.その他をご覧ください。  

(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 
・平成21年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合がありま
す。 
・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）を適用しています。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います。  

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  15,786,910株 20年3月期  15,786,910株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  18,798株 20年3月期  15,798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  15,769,418株 20年3月期第3四半期  15,771,181株

-1-



  
当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、上半期においては米国サブプライムローン問題の影

響が徐々に先進国の景気減速をもたらす一方、新興国を中心とする活発な需要が堅調な輸出拡大を下支え
しました。 
 しかし下半期に入り、金融危機が新興国の実体経済を巻き込むグローバル規模での需要後退が起こり、
当社の主要受注部門である自動車部品部門および建設機械部品部門も顧客の大幅な生産調整のため、受注
が急落しました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は235億６千５百万円（前年同期比17.0%増）となりまし
た。売上高は前年同期比17.0％の伸びとなっていますが、当期の大幅な鋼材価格値上げに伴う製品単価上
昇と自動車用新規ユニット部品受注による売上増加の影響を除くと、ほぼ前年度並みとなりました。部門
別では、自動車部品は128億８千４百万円（前年同期比16.2%増）、建設機械部品は95億７千６百万円（前
年同期比19.5%増）、農業機械部品は６億８千１百万円（前年同期比18.0%増）、その他部品は４億２千３
百万円（前年同期比8.2%減）となりました。 
 損益面におきましては、下期に入っての受注の急減に対応すべく、あらゆる費用の削減と原価低減に取
り組みましたが、当第３四半期連結累計期間の営業利益は９億８千５百万円（前年同期比8.1%減）、経常
利益は９億５千８百万円（前年同期比12.7%減）、四半期純利益は４億１千８百万円（前年同期比33.2%
減）となりました。 
  

  

  
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、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億２千

８百万円増加し、250億６千６百万円となりました。 
 資産の部では、流動資産は現金及び預金が４億５千万円減少し、製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品をは
じめとするたな卸資産が４億７千８百万円増加、未収入金が10億５千６百万円増加したこと等により、前
連結会計年度末に比べ９億５千５百万円増加し、136億４千１百万円となり、また固定資産は前連結会計
年度末に比べ６億２千６百万円減少し、114億２千５百万円となりました。 
 負債の部では、流動負債は、その他に含めています設備支払手形が19億１千８百万円減少し、支払手形
及び買掛金が７億２千万円増加、短期借入を９億円実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ５億
円減少し、127億８千５百万円となり、固定負債は、長期借入を12億円実施した一方、長期借入金を５億
６千８百万円返済したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億２千２百万円増加し、52億１千３百万
円となりました。 
 純資産は、その他有価証券評価差額金が１億１千５百万円減少しましたが、四半期純利益を４億１千８
百万円計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億６百万円増加し、70億６千７百万円となりま
した。 
  
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ４億５千万円減少し、６億２百万円となりました。 
  
当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 
営業活動による資金の増加は８億８千５万円となりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益

８億９千２百万円、減価償却費９億７千４百万円であります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金の減少は27億７千万円となりました。これは、主にCVT用部品加工の設備投資に伴

う有形固定資産の取得による支出27億５千６百万円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） 
財務活動による資金の増加は14億３千４百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が９

億円、長期借入れによる収入が12億円、長期借入金の返済による支出が５億６千８百万円、配当金の支払
額が９千４百万円によるものであります。 

  

・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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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13日に発表しました内容より修正してい

ます。その内容につきましては、平成21年２月13日発表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 
  
なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。 
  
  

  

  

該当事項はありません。 

  
  

  

   

 ① 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います。 
  

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化
なく、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は、前連結会計年度決算
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によっており、前連結会
計年度末以降に経営環境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め
られた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに
当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっています。 

 ③ 税金費用の計算 

   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います。ただし、当該見積実効
税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す
る方法によっています。 
 なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を「法人税等」と一括掲記していま
す。 
  

  

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
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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います。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います。 
  

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）に変更しています。 
この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 
  

③ リース取引に関する会計基準の適用 
 「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
して計上しています。 
 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
る方法によっています。 
  なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しています。 
 この結果、従来の方法によった場合と比較して、固定資産が30,554千円、流動負債が6,999千円、固
定負債が25,083千円増加しています。なお、当該変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与え
る影響はありません。 

  

 ① 有形固定資産の耐用年数の変更 

    当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としていましたが、第１四半期連結会計期
間より９～12年に変更しました。この変更は、法人税法の改正を契機として企業グループの資産利用
状況等を見直した結果であります。また、第１四半期連結会計期間より機械装置の一部について稼働
状況を考慮し、増加償却を実施することとしています。 
 この結果、従来の方法を採用した場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は、
179,292千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ170,404千円減少
しています。 

  

  

(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

(4) 追加情報
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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 602,914 1,053,851

受取手形及び売掛金 5,228,541 5,392,003

製品 695,876 607,713

仕掛品 1,203,996 1,117,826

原材料及び貯蔵品 1,734,981 1,431,150

未収入金 3,903,333 2,846,446

その他 271,624 237,105

流動資産合計 13,641,268 12,686,098

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,476,563 5,919,014

その他（純額） 5,388,262 5,242,558

有形固定資産合計 10,864,825 11,161,573

無形固定資産 47,080 39,273

投資その他の資産   

投資有価証券 324,820 566,289

その他 191,903 287,965

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 513,343 850,875

固定資産合計 11,425,249 12,051,722

資産合計 25,066,517 24,737,820

-5-
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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 7,769,300 7,048,972

短期借入金 3,670,752 2,744,392

未払法人税等 160,220 235,635

賞与引当金 114,035 270,027

役員賞与引当金 16,500 22,000

その他 1,054,547 2,964,573

流動負債合計 12,785,355 13,285,600

固定負債   

長期借入金 4,954,398 4,349,386

退職給付引当金 75,217 41,130

役員退職慰労引当金 55,375 94,600

その他 128,427 106,033

固定負債合計 5,213,418 4,591,150

負債合計 17,998,773 17,876,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 3,203,059 2,879,610

自己株式 △6,069 △4,989

株主資本合計 6,981,540 6,659,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,203 201,897

評価・換算差額等合計 86,203 201,897

純資産合計 7,067,744 6,861,069

負債純資産合計 25,066,517 24,737,820

-6-
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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 23,565,746

売上原価 21,404,940

売上総利益 2,160,805

販売費及び一般管理費 1,175,506

営業利益 985,298

営業外収益  

受取利息 108

受取配当金 9,920

受取ロイヤリティー 28,983

物品売却益 19,799

その他 25,307

営業外収益合計 84,118

営業外費用  

支払利息 81,402

その他 29,758

営業外費用合計 111,161

経常利益 958,256

特別利益  

固定資産売却益 86

特別利益合計 86

特別損失  

固定資産除売却損 16,540

投資有価証券評価損 49,268

特別損失合計 65,808

税金等調整前四半期純利益 892,534

法人税等 474,458

四半期純利益 418,076
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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 892,534

減価償却費 974,774

賞与引当金の増減額（△は減少） △155,991

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70,705

受取利息及び受取配当金 △10,028

支払利息 81,402

投資有価証券評価損益（△は益） 49,268

有形固定資産除却損 18,297

有形固定資産売却損益（△は益） 267

売上債権の増減額（△は増加） 163,462

未収入金の増減額（△は増加） △1,026,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △478,163

仕入債務の増減額（△は減少） 720,327

その他 152,850

小計 1,447,721

利息及び配当金の受取額 10,036

利息の支払額 △81,339

法人税等の支払額 △491,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 885,326

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △2,242

有形固定資産の取得による支出 △2,756,641

有形固定資産の売却による収入 1,611

その他 △13,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,770,457

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 900,000

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △568,628

リース債務の返済による支出 △1,781

自己株式の取得による支出 △1,080

配当金の支払額 △94,316

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,434,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450,937

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 602,914
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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)を適用しています。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います。 

  

  
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。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

  
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）及び第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） 

  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び
当社の一部部品加工を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていません。 

  

② 所在地別セグメント情報 

  
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）及び第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） 
在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

③ 海外売上高 

  
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）及び第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） 
海外売上高はありません。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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 

（１）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

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(千円)

Ⅰ 売上高 20,144,153

Ⅱ 売上原価 17,916,229

   売上総利益 2,227,923

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,156,122

   営業利益 1,071,801

Ⅳ 営業外収益 127,696

Ⅴ 営業外費用 101,512

   経常利益 1,097,986

Ⅵ 特別損失 10,300

   税金等調整前四半期（当期）純利益 1,087,686

   法人税、住民税及び事業税 461,888

   四半期（当期）純利益 625,798
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① 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） 

  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び
当社の一部部品加工を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていません。 

  

② 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） 
在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

③ 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） 
海外売上高はありません。 

  

  

  

  

(２) セグメント情報
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