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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

（注）当社は、平成21年６月期より第３四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年６月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率について
は記載しておりません。 

(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6月期第3四半期 3,108 ― 196 ― 167 ― 69 ―
20年6月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第3四半期 52.29 ―
20年6月期第3四半期 ― ―

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6月期第3四半期 6,064 4,512 74.4 3,407.86
20年6月期 6,151 4,506 73.3 3,403.35

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  4,512百万円 20年6月期  4,506百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  無  
業績予想につきましては、平成21年１月20日付で修正開示を行っております。 

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 4,085 △19.9 116 △83.6 83 △87.0 15 △95.7 11.33



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、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。 

(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 
・当連結会計年度より「四半期連結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。 
なお、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の
一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて
作成しております。 
・本資料に記載されている業績見直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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 1,355,000株 20年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  30,939株 20年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 1,324,061株 20年6月期第3四半期  ―株



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

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、欧米各国の景気後退の影響を受け、世界同時不況の様相を呈しました。

輸出主導で拡大してきた国内経済もその影響を大きく受け、事業活動・生産活動の縮小を余儀なくされ、企業業績が

悪化するとともに、景気後退による個人消費低迷に拍車が掛かる状況にありました。

当社グループの主要顧客である自動車機器関連業界では、自動車メーカーの生産計画の下方修正を受けて、本格的

な在庫・生産調整が急激に実施されました。また、電気・電子機器、光学機器、情報通信機器業界においても、世界

的な景気後退・消費停滞の影響を受けて、生産活動が大幅に縮小する厳しい状況下にありました。

このような事業環境にあった当第３四半期連結会計期間は、当社グループとして苦戦を強いられた四半期となりま

した。主柱となるドライルーブ事業部門の受注は低迷しましたが、この雌伏の期間において、高品質製品安定供給体

制を堅持するとともに、次の成長への基盤となる生産ライン効率化などの事業構造改革に着手、併行して新規のドラ

イルーブ・コーティング加工部品の受注拡大に向けた諸活動を継続して実施いたしました。

その他事業部門ではＩＭＣ製品の販路が拡大し、順調な事業展開の緒に就いております。

その結果、当第３四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は3,108百万円、営業利益は196百万円、経常

利益は167百万円、四半期純利益（累計）は69百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における事業部門別概況は次のとおりであります。

＜ドライルーブ事業＞

自動車機器関連メーカーでは自動車販売の減少による在庫調整が加速したため、当社の受注量が大幅に減少しまし

た。一方で、新たにエンジン周辺機器の量産が本格化しました。電気・電子機器関連は、個人消費の低迷を受けて受

注は低調でありました。この結果、当第３四半期連結累計期間におけるドライルーブ事業の売上高は2,998百万円と

なりました。

中国子会社の広州徳来路博科技有限公司につきましては、現地での受注活動を積極的に展開し試作を行っておりま

す。

＜その他事業＞

当第３四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は、ＩＭＣ製品の販路が拡大し、109百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（1）資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、6,064百万円となりました。

これは主に、現金及び預金125百万円の増加がありましたが、売上債権276百万円の減少、たな卸資産87百万円の

減少等により流動資産が221百万円減少したことと、有形固定資産80百万円の増加、その他長期前払費用の増加等

により固定資産が135百万円増加したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少し、1,552百万円となりました。

これは主に、長期借入金284百万円（１年内返済予定の長期借入金を含む）の増加等がありましたが、仕入債務

237百万円の減少、未払法人税等160百万円が減少したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ５百万円増加し、4,512百万円となりました。

これは主に、配当金の支払が33百万円ありましたが、四半期純利益（累計）69百万円により株主資本合計が36百

万円増加、その他有価証券評価差額金５百万円の減少、為替換算調整勘定24百万円の減少により評価・換算差額

等合計が30百万円減少したことによるものです。

これらの結果、自己資本比率は74.4％となりました。　

　（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,201百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は、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）

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益160百

万円、減価償却費206百万円、売上債権276百万円の減少、たな卸資産87百万円の減少等による収入がありまし

たが、仕入債務235百万円の減少、法人税等の支払額293百万円等により229百万円の収入となりました。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

313百万円、投資有価証券の取得による支出30百万円等により、345百万円の支出となりました。

　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円

がありましたが、配当金の支払額33百万円等により、249百万円の収入となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年１月20日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、平成20年８月８日に

公表しました平成21年６月期通期の連結業績予想を下方修正いたしました。

米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退や急激な円高により、当社グループを取り巻く経営環境は第２四半

期に急激に変化いたしました。具体的には、12月以降当社グループの主要需要先である自動車機器業界、電気・電子

機器業界では急激な需要低迷による生産調整・減産等が本格化したことを受け、当社の受注が減少しております。当

面は、当社の属する製造業界の経営環境は非常に厳しい状況が続くと予測されます。

当事業年度中のこの様な事業環境に鑑みて、ドライルーブ製品のコーティング加工部門を中心に受注が減少し、売

上高は1,125百万円減少して4,085百万円となる見通しです。売上高が減少することにより、営業利益は569百万円減

少し116百万円となる見込みであります。経常利益は当社保有外貨の為替差損18百万円及び持分法適用会社の投資利

益の減少により83百万円（当初予想比：602百万円減）及び当期純利益は15百万円（当初予想比：355百万円減）とな

る見通しです。

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）

該当事項はありません。

（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

　　簡便な会計処理

　　① たな卸資産の評価方法

　　当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな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。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として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

按分して算定する方法によっております。

（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

　会計処理基準に関する事項の変更

　① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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 たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、

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 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

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

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係
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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。これによ

る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。

④ 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の適用

　「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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

⑤ 有形固定資産の耐用年数の変更

当社は法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、機械装置について、第

１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ18百万円の減少となっております。
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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21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,408,007 1,282,687

受取手形及び売掛金 580,437 857,170

商品及び製品 67,241 129,664

仕掛品 23,587 40,131

原材料及び貯蔵品 39,626 48,526

未収還付法人税等 32,657 －

繰延税金資産 26,384 21,080

その他 6,389 26,743

貸倒引当金 △140 △100

流動資産合計 2,184,191 2,405,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,640,132 1,524,499

減価償却累計額 △726,700 △678,815

建物及び構築物（純額） 913,431 845,684

機械装置及び運搬具 1,253,617 1,121,893

減価償却累計額 △654,113 △541,933

機械装置及び運搬具（純額） 599,503 579,960

工具、器具及び備品 85,855 77,246

減価償却累計額 △61,748 △51,161

工具、器具及び備品（純額） 24,107 26,084

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 183,503 188,693

有形固定資産合計 2,945,691 2,865,568

無形固定資産 7,236 10,471

投資その他の資産   

投資有価証券 43,634 28,144

関係会社出資金 685,207 709,314

繰延税金資産 79,187 66,899

その他 119,744 64,740

投資その他の資産合計 927,773 869,098

固定資産合計 3,880,700 3,745,138

資産合計 6,064,892 6,151,042



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 186,045 423,165

1年内返済予定の長期借入金 64,000 －

未払法人税等 － 160,611

賞与引当金 56,176 19,565

その他 68,185 93,766

流動負債合計 374,406 697,109

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 520,000 300,000

退職給付引当金 116,897 106,321

長期未払金 141,370 141,370

固定負債合計 1,178,267 947,691

負債合計 1,552,674 1,644,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 3,640,542 3,604,418

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,465,931 4,429,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △308 5,125

為替換算調整勘定 46,594 71,308

評価・換算差額等合計 46,286 76,433

純資産合計 4,512,218 4,506,241

負債純資産合計 6,064,892 6,151,042



（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,108,404

売上原価 2,285,528

売上総利益 822,876

販売費及び一般管理費 626,499

営業利益 196,377

営業外収益  

受取利息 1,494

受取配当金 115

受取保険料 14,454

その他 3,917

営業外収益合計 19,981

営業外費用  

支払利息 7,154

社債利息 5,524

為替差損 29,362

持分法による投資損失 5,524

その他 1,701

営業外費用合計 49,267

経常利益 167,091

特別利益  

固定資産売却益 598

特別利益合計 598

特別損失  

固定資産除却損 1,958

固定資産売却損 99

投資有価証券評価損 5,571

特別損失合計 7,629

税金等調整前四半期純利益 160,060

法人税、住民税及び事業税 104,738

法人税等調整額 △13,908

法人税等合計 90,829

四半期純利益 69,230



（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７月１日 
 至 平成21年３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 160,060

減価償却費 206,515

持分法による投資損益（△は益） 5,524

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,575

受取利息及び受取配当金 △1,609

支払利息及び社債利息 12,679

為替差損益（△は益） 27,373

固定資産除売却損益（△は益） 1,459

有価証券評価損益（△は益） 5,571

売上債権の増減額（△は増加） 276,725

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,378

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,432

仕入債務の増減額（△は減少） △235,832

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,170

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,361

その他 △67,881

小計 531,085

利息及び配当金の受取額 1,609

利息の支払額 △9,643

法人税等の支払額 △293,726

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,325

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 △388,100

定期預金の払戻による収入 388,095

有形固定資産の取得による支出 △313,395

投資有価証券の取得による支出 △30,178

その他 △1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,575

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △16,000

配当金の支払額 △33,101

その他 △904

財務活動によるキャッシュ・フロー 249,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,314

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,201,912



　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。

なお、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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７月１日　至 平成21年３月31日）

ドライルーブ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔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７月１日　至 平成21年３月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日　至 平成21年３月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

当社は、平成21年６月期より第３四半期連結財務諸表を作成しているため、「参考資料」については記載しておりま

せん。

－ 2 －



６．その他の情報

　該当事項はありません。

－ 3 －
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