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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 2,883 △52.2 △381 ― △399 ― △391 ―
21年3月期第1四半期 6,030 ― 271 ― 447 ― 267 ―

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 △24.69 ―
21年3月期第1四半期 16.88 ―

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 17,345 6,093 35.1 384.62
21年3月期 17,148 6,412 37.4 404.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,093百万円 21年3月期  6,412百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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  無   

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

6,550 △48.3 △620 ― △680 ― △710 ― △44.82

通期 14,100 △28.5 △1,010 ― △1,110 ― △1,180 ― △74.19



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 
１．平成22年３月期の業績予想は、「平成21年３月期 決算短信」（平成21年５月20日付）において公表した金額より変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 15,885,928株 21年3月期  15,885,928株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,374株 21年3月期  42,642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 15,842,295株 21年3月期第1四半期 15,845,349株



  当第１四半期連結会計期間における経済環境は、一部で景気底入れの観測も出されておりますが、全体としては依

然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループにおきましては、主要取引先であります自動車業界につきましては、在庫調整の進展や自動車減税の

効果などから前年同四半期比の減少幅に縮小傾向が見られるものの、実需を伴った回復に至っておりません。 

 このような状況下、連結業績につきましては、売上高28億83百万円（前年同四半期比31億47百万円減、52.2％

減）、営業損失３億81百万円（前年同四半期連結会計期間は営業利益２億71百万円）、経常損失３億99百万円（前年

同四半期連結会計期間は経常利益４億47百万円）、四半期純損失３億91百万円（前年同四半期連結会会計期間は四半

期純利益２億67百万円）となりました。  

  

 流動資産合計額は、60億39百万円となり、前期比２億７百万円の増加（3.6％増）となりました。これは、主に棚

卸資産の減少や未収入金が減少したものの、現金及び預金並びに売掛金が増加したこと等によります。 

   固定資産合計額は、11億30百万円となり、前期比10百万円の減少（0.1％減）となりました。これは、主に投資有

価証券は増加したものの、新規設備投資が償却範囲内に抑制したこと等によります。 

   流動負債合計額は、89億72百万円となり、前期比７億37百万円の増加（9.0％増）となりました。これは、主に支

払手形並びに設備関係支払手形は減少したものの、短期借入金が大幅に増加したことによります。 

   固定負債合計額は、22億79百万円となり、前期比２億20百万円の減少（8.8％減）となりました。これは、主に長

期借入金が減少したことによります。  

   純資産の合計額は、60億32百万円となり、前期比３億91百万円の減少（6.1％減）となりました。これは、主に当

期純損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことによります。 

    キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は８億57百万円となり、

前四半期連結会計期間に比べ、５億７百万円の減少となりました。主な増減内訳は、短期借入金は増加したも

のの、税金等調整前四半期純損失の増加及び利息及び配当金の受取額の減少などの減少要因があることにより

ます。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  たな卸資産の減少、法人税等の支払額の減少等による増加要因はあるものの、税金等調整前四半期純損失

の増加、売掛債権の増加、仕入債務の減少等による減少要因があることにより、当第１四半期連結会計期間

の営業活動によるキャッシュ・フローは３億１百万円の支出となり、前年同四半期連結会計期間に比べ、６

億34百万円の減少となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産及び無形固定資産の増加等による減少要因により、当第１四半期連結会計期間の投資活動に

よるキャッシュ・フローは４億31百万円の支出となり、前年同四半期連結会計期間に比べ、３億10百万円の

減少となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金返済による支出が増加したものの、短期借入による収入の増加により、当第１四半期連結会計

期間の財務活動によるキャッシュ・フローは８億14百万円の収入となり、前年同四半期連結会計期間に比

べ、９億52百万円の増加となりました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月20日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

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）



  

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等が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等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②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関しては、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しております。  

③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無いと認められるので、前連結会計年度末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。  

  

 表示方法の変更  

 前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「休止固定資産減

価償却費」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することと

しました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「休止固定資産減価償却費」

は380千円であります。 

 追加情報 

当社の連結子会社であるトーカイ㈱は、平成21年５月14日開催の取締役会において、経営改革の一環として、

役員退職慰労金制度の見直しを行い、会社業績や成果との関連性の強い報酬体系とするため、平成21年６月19日

開催の第41期定時株主総会終結のときをもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。 

 同制度の廃止に伴い、従来の役員退職慰労金規定に基づく役員退職慰労金制度廃止日（同株主総会終結時）ま

での在任期間に対応する役員退職慰労金を支給することを同総会において決議いたしました。 

 なお、退職慰労金は、取締役及び監査役の退任時に支給することといたします。 

 これにより、役員退職慰労引当金51,516千円を長期未払金に振替えております。  

（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 877,909 795,771

受取手形及び売掛金 2,010,569 1,790,357

商品及び製品 174,820 236,444

仕掛品 1,192,218 1,164,525

金型 707,913 683,032

原材料及び貯蔵品 635,536 675,018

その他 440,802 487,178

貸倒引当金 △228 △209

流動資産合計 6,039,542 5,832,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,618,916 3,552,084

減価償却累計額 △1,688,610 △1,657,223

建物及び構築物（純額） 1,930,306 1,894,860

機械装置及び運搬具 16,972,845 15,942,554

減価償却累計額 △10,983,061 △10,783,951

機械装置及び運搬具（純額） 5,989,784 5,158,603

土地 1,496,248 1,496,248

その他 1,781,130 2,809,608

減価償却累計額 △1,372,172 △1,375,735

その他（純額） 408,957 1,433,872

有形固定資産合計 9,825,297 9,983,585

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,269 2,274

ソフトウエア 36,377 22,320

無形固定資産合計 55,323 41,271

投資その他の資産   

投資有価証券 1,393,871 1,251,870

その他 31,227 39,374

投資その他の資産合計 1,425,099 1,291,244

固定資産合計 11,305,719 11,316,101

資産合計 17,345,261 17,148,219



（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 2,549,461 2,705,574

短期借入金 4,773,020 3,750,314

未払法人税等 － 1,061

未払消費税等 14,649 －

賞与引当金 351,358 254,740

設備関係支払手形 543,021 824,761

その他 741,191 699,028

流動負債合計 8,972,702 8,235,479

固定負債   

長期借入金 719,420 927,210

繰延税金負債 83,191 61,464

退職給付引当金 847,977 829,181

役員退職慰労引当金 － 52,716

その他 628,964 629,652

固定負債合計 2,279,554 2,500,223

負債合計 11,252,256 10,735,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,694,767 1,694,767

資本剰余金 1,327,996 1,327,996

利益剰余金 3,023,818 3,415,016

自己株式 △13,873 △13,805

株主資本合計 6,032,709 6,423,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,186 36,612

為替換算調整勘定 △20,890 △48,072

評価・換算差額等合計 60,296 △11,459

純資産合計 6,093,005 6,412,516

負債純資産合計 17,345,261 17,148,219



（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 6,030,534 2,883,103

売上原価 5,495,144 3,114,265

売上総利益又は売上総損失（△） 535,390 △231,161

販売費及び一般管理費   

発送運賃 89,238 40,586

貸倒引当金繰入額 － 19

給料及び手当 94,631 60,255

賞与引当金繰入額 12,702 4,299

退職給付引当金繰入額 1,284 1,011

役員退職慰労引当金繰入額 3,624 －

その他 62,052 43,905

販売費及び一般管理費合計 263,532 150,076

営業利益又は営業損失（△） 271,858 △381,238

営業外収益   

受取利息 830 582

受取配当金 5,223 4,048

持分法による投資利益 177,255 29,249

その他 19,607 4,093

営業外収益合計 202,917 37,973

営業外費用   

支払利息 11,536 16,374

支払手数料 7,850 19,549

休止固定資産減価償却費 － 15,846

その他 7,975 4,088

営業外費用合計 27,362 55,857

経常利益又は経常損失（△） 447,414 △399,122

特別利益   

過年度損益修正益 － 25,917

特別利益合計 － 25,917

特別損失   

固定資産処分損 16,728 9,023

特別損失合計 16,728 9,023

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（△）

430,685 △382,228

法人税、住民税及び事業税 220,613 1,015

法人税等調整額 △57,354 7,847

法人税等合計 163,258 8,862

四半期純利益又は四半期純損失（△） 267,427 △391,091



（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（△）

430,685 △382,228

減価償却費 258,467 295,704

賞与引当金の増減額（△は減少） 169,897 96,618

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,239 18,796

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,436 △52,716

受取利息及び受取配当金 △6,054 △4,630

支払利息 11,536 16,374

持分法による投資損益（△は益） △177,255 △29,249

その他の営業外損益（△は益） △11,632 9,994

有形固定資産処分損益（△は益） 16,728 9,023

売上債権の増減額（△は増加） 158,673 △220,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △446,272 48,531

仕入債務の増減額（△は減少） 24,423 △156,113

未払消費税等の増減額（△は減少） △84,419 14,649

その他の資産・負債の増減額 △187,913 85,256

その他 － △25,917

小計 171,862 △276,097

利息及び配当金の受取額 409,045 4,630

利息の支払額 △16,118 △18,552

法人税等の支払額 △242,683 △1,373

その他の支出 － △10,276

その他の収入 10,635 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,741 △301,670

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △106,397 △412,716

有形固定資産の売却による収入 － 471

無形固定資産の取得による支出 △11,913 △15,645

投資有価証券の取得による支出 △1,882 △2,398

長期貸付けによる支出 － △900

長期貸付金の回収による収入 150 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,043 △431,038



（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) 

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） 110,000 1,040,000

長期借入金の返済による支出 △199,481 △225,084

その他 △47,674 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,155 814,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,543 82,138

現金及び現金同等物の期首残高 1,289,371 775,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,364,914 ※  857,909



 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） 

 鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメント資産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、記載を省略しております。

 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） 

 鍛工品の製造と販売に係る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、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、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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）  

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

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）  

 海外売上高がないため該当事項はありません。   

   

 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〕

〔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




