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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 1,885 △41.2 △218 ― △184 ― △60 ―
21年3月期第1四半期 3,204 ― 55 ― 102 ― 58 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.02 ―
21年3月期第1四半期 3.91 ―

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

22年3月期第1四半期 14,155 10,882 75.1 710.85
21年3月期 14,039 10,806 75.2 706.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,624百万円 21年3月期  10,556百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― ― 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,476 △39.4 △233 ― △160 ― △14 ― △0.94

通期 9,714 △25.8 △327 ― △181 ― 37 △37.0 2.48



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） 

(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．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発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結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,058,152株 21年3月期  15,058,152株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  112,241株 21年3月期  111,318株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,946,442株 21年3月期第1四半期 14,964,450株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で輸出や生産に改善の兆しが見られたものの、昨年からの

世界的な金融危機の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等がつづいており、厳しい経済環境

で推移しております。 

  このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引業界である自動車業界向けの

鍛工品及び金型の両事業は、自動車販売の減少影響により需要回復にはいたらず、一般機械事業においても企業の設

備投資は依然として低迷状況を継続しております事から連結売上高は1,885百万円（前年同期比41.2％減）となりま

した。 

 売上高を事業の種類別セグメントで申し上げますと、次のとおりであります。 

 鍛工品（自動車部品等）は、顧客の生産調整は一段落し、また、政府によるエコカー減税や補助金制度の導入もあ

り一部に動きは見られましたが、全体では自動車販売は低迷のまま推移いたしましたので1,227百万円（前年同期比

40.0％減）となりました。 

 一般機械は、たばこ製造用機械は堅調な受注ができましたが、印刷機械は個人消費の低迷により印刷業界への各種

ラベルの印刷需要に回復は見られず、企業の設備投資は縮小状況が継続、専用機につきましても企業収益悪化の影響

を受け、設備投資状況は低迷のまま推移いたしましたので、いずれも減収となりました。一般機械全体では525百万

円（前年同期比36.9％減）となりました。 

 金型は、ダイカスト金型が自動車業界からの需要に回復は見られず減収となり、ロータリーダイは医薬品業界向け

は堅調な受注を継続いたしましたが、食品業界他からの需要が減少いたしましたので減収となり、金型全体では122

百万円（前年同期比62.1％減）となりました。 

 その他（石油類販売等）は需要減により46百万円（前年同期比28.5％減）となりました。 

 収益面では損益分岐点の引き下げに取り組み、収益改善に努めましたが大幅な減収影響により営業損失218百万

円、経常損失184百万円、四半期純損失60百万円の計上となりました。 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は14,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増加いたしまし

た。これは主に減収による売掛金や受取手形の減少がありましたが、現金及び預金やたな卸資産等の増加及び投資有

価証券の増加によるものであります。 

  負債合計は3,272百万円となり、前連結会計年度末に比べ40百万円増加いたしました。これは主に支払債務の減少

がありましたが、前受金や退職給付引当金等の増加によるものであります。 

 純資産合計につきましては10,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。これは主に

四半期純損失による利益剰余金の減少がありましたが、株価回復によるその他有価証券評価差額金の増加によるもの

であります。この結果、自己資本比率は75.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期連結累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、たな卸資産の増加額

244百万円、仕入債務の減少額231百万円、税金等調整前四半期純損失102百万円などがあったものの売上債権の減

少額654百万円、その他負債の増加額193百万円、減価償却費153百万円などがありましたので3,063百万円となり前

連結会計年度末に比べ454百万円増加いたしました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により得られた資金は546百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加額244百万円、仕入債務の

減少額231百万円、税金等調整前四半期純損失102百万円あったものの売上債権の減少額654百万円、その他負債の

増加額193百万円、減価償却費153百万円あったこと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） 

  投資活動により支出した資金は89百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出50百万円によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により支出した資金は16百万円となりました。これは主に返済による借入金の減少額14百万円によるも

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



 今後の見通しにつきましては、各事業ともまだまだ厳しい状況が続くものと予想しております。 

 当社グループといたしましては、引き続き、売上高確保及び損益分岐点の引き下げに取り組み、業績の改善に努め

てまいります。 

 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては平成21年５月15日に公表いたしました業績予想を下方修正

しております。 

 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

 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 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率は前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。 

②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 

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末における実地棚

卸高または当第１四半期連結会計期間末における帳簿棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しておりま

す。 

④繰延税金資産の算定方法 

 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、一時差異等の発 

生状況に著しい変化がないと認められるため、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税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。  

 該当事項はありません。 

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,204,626 2,699,668

受取手形及び売掛金 2,019,934 2,736,799

有価証券 239,141 239,000

商品及び製品 200,537 210,863

仕掛品 1,404,001 1,150,895

原材料及び貯蔵品 337,907 333,919

繰延税金資産 160,284 114,256

その他 476,363 422,304

貸倒引当金 △64,222 △68,086

流動資産合計 7,978,574 7,839,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 821,964 835,536

機械装置及び運搬具（純額） 1,468,114 1,549,621

工具、器具及び備品（純額） 137,105 151,791

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 50,901 56,584

有形固定資産合計 3,755,475 3,870,922

無形固定資産 62,668 61,024

投資その他の資産   

投資有価証券 1,137,336 976,399

長期貸付金 － 1,256

賃貸用不動産（純額） 1,007,109 1,011,763

繰延税金資産 205,557 269,586

その他 11,394 12,636

貸倒引当金 △2,792 △3,941

投資その他の資産合計 2,358,604 2,267,701

固定資産合計 6,176,747 6,199,648

資産合計 14,155,322 14,039,269



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,523,081 1,760,681

1年内返済予定の長期借入金 11,200 25,600

未払法人税等 7,829 11,737

賞与引当金 258,951 208,330

受注損失引当金 39,000 16,100

その他 379,793 212,653

流動負債合計 2,219,855 2,235,101

固定負債   

退職給付引当金 811,163 763,789

役員退職慰労引当金 98,105 94,204

受入保証金 143,079 139,104

その他 352 313

固定負債合計 1,052,700 997,411

負債合計 3,272,556 3,232,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,481,976 7,542,015

自己株式 △36,920 △36,768

株主資本合計 10,119,539 10,179,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 472,669 377,424

為替換算調整勘定 32,161 △927

評価・換算差額等合計 504,831 376,497

少数株主持分 258,395 250,530

純資産合計 10,882,766 10,806,756

負債純資産合計 14,155,322 14,039,269



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,204,682 1,885,433

売上原価 2,805,746 1,839,530

売上総利益 398,936 45,902

販売費及び一般管理費 343,912 264,213

営業利益又は営業損失（△） 55,023 △218,310

営業外収益   

受取利息 832 1,710

受取配当金 11,252 6,167

不動産賃貸料 56,247 56,773

その他 9,773 4,834

営業外収益合計 78,105 69,485

営業外費用   

支払利息 1,883 108

不動産賃貸費用 25,934 33,060

その他 2,654 2,446

営業外費用合計 30,472 35,615

経常利益又は経常損失（△） 102,656 △184,439

特別利益   

固定資産売却益 3,061 －

貸倒引当金戻入額 3,970 4,202

補助金収入 － 77,663

特別利益合計 7,031 81,866

特別損失   

固定資産除却損 4,203 86

特別損失合計 4,203 86

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

105,484 △102,660

法人税等 44,906 △42,792

少数株主利益 2,074 171

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,503 △60,038



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

105,484 △102,660

減価償却費 160,593 153,333

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,637 3,901

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,634 47,374

賞与引当金の増減額（△は減少） 180,561 50,621

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,700 22,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,858 △5,013

受取利息及び受取配当金 △12,084 △7,877

支払利息 1,883 108

固定資産売却損益（△は益） 1,141 －

固定資産除却損 － 86

売上債権の増減額（△は増加） 723,160 654,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △274,754 △244,150

仕入債務の増減額（△は減少） △407,769 △231,970

その他の資産の増減額（△は増加） △3,653 4,168

その他の負債の増減額（△は減少） 23,860 193,413

小計 544,537 538,720

利息及び配当金の受取額 12,084 7,857

利息の支払額 △460 △84

法人税等の支払額 △241,119 △92

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,041 546,402

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 △97,967 △112,924

定期預金の払戻による収入 71,101 70,207

有形固定資産の取得による支出 △128,610 △50,694

有形固定資産の売却による収入 4,500 －

投資有価証券の取得による支出 △963 △1,125

貸付金の回収による収入 583 1,080

その他 330 4,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,026 △89,381

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △600,000 －

長期借入金の返済による支出 △14,400 △14,400

自己株式の取得による支出 △1,694 △151

配当金の支払額 △74,983 △38

少数株主への配当金の支払額 △529 △2,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △691,606 △16,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,716 14,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △544,308 454,382

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,484 2,609,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,688,176 3,063,761



 該当事項はありません。 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）         

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

 該当事項はありません。 

   

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
鍛 工 品 

（千円） 

一般機械 

（千円） 

金  型 

（千円） 

そ の 他

（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  2,046,317 814,984 324,141 19,239  3,204,682  － 3,204,682

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 － 17,956 － 45,606  63,562  (63,562) －

計  2,046,317 832,940 324,141 64,846  3,268,244  (63,562) 3,204,682

営業利益（又は営業損失

△） 
 74,723 13,826 △10,760 4,464  82,253  (27,230) 55,023

  
鍛 工 品 

（千円） 

一般機械 

（千円） 

金  型 

（千円） 

そ の 他

（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  1,227,013 519,197 122,887 16,333  1,885,433  － 1,885,433

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高  
 － 6,408 － 30,035  36,444  (36,444) －

計  1,227,013 525,606 122,887 46,368  1,921,877  (36,444) 1,885,433

営 業 損 失  85,488 18,345 110,852 1,814  216,502  (1,808) 218,310

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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