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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,553 △38.4 △168 ― △78 ― 29 △87.5
21年3月期第2四半期 7,389 ― 340 ― 444 ― 236 ―

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2四半期 1.97 ―
21年3月期第2四半期 15.79 ―

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2四半期 14,188 10,970 75.4 716.32
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2四半期  10,704百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― ― 5.00
22年3月期 ― 0.00
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   

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 10,169 △22.3 △207 ― △49 ― 121 106.1 8.10



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７月30日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年10月23日に修正し、公表しております。 
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2四半期 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2四半期  113,676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2四半期 14,945,810株 21年3月期第2四半期 14,961,984株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の急速な景気の悪化は在庫調整の

一巡や経済対策の効果により底打ちの兆しが見られるものの、企業収益の減少を背景に設備投資は

依然として低迷しており、雇用、所得環境は一段と厳しさを増し、個人消費の低迷が続くなど、厳

しい経済環境を継続しております。 

 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、主要な取引先である自

動車業界向けの鍛工品及び金型の両事業は、政府によるエコカー減税や補助金制度の導入を反映

し、鍛工品の一部に動きは見られましたが需要の本格回復には至らず、一般機械事業は企業の設備

投資は依然として低迷状況が続いております事から当第２四半期累計期間の連結売上高は4,553百

万円（前年同期比38.4％減）となり、各事業とも前年同期に比べ減収となり、厳しい業況を継続し

ております。 

 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、政府の経済対策効果により一部

に動きは見られましたが、特に大型二輪車の北米、欧州での販売減少の影響を受け、鍛工品の需要

は低迷のまま推移いたしましたので2,700百万円（前年同期比37.0％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、客先の設備計画変更により下期へ

の移行もあり減収、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依然と

して回復は見られず設備投資は低迷を継続しており減収となりました。専用機につきましては設備

投資状況が厳しい中、概ね前年度並みの受注となりました。一般機械全体では1,518百万円（前年

同期比34.4％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

も前年度は堅調に推移いたしました医薬品業界向けの需要一巡による減収が影響し、減収となりま

した。金型全体では318百万円（前年同期比59.2％減）となりました。 

 その他（石油類販売等）は需要減により89百万円（前年同期比34.8％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、

当第２四半期連結累計期間は営業損失168百万円、経常損失78百万円、四半期純利益29百万円（前

年同期比87.5％減）の計上となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ149百万

円増加いたしました。これは主に減収による受取手形及び売掛金の減少、法人税等の還付によるそ

の他流動資産の減少がありましたが、現金及び預金の増加によるものであります。 

  負債合計は3,217百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたしました。これは主

に賞与引当金の減少によるものであります。 

 純資産合計につきましては10,970百万円となり、前連結会計年度末に比べ163百万円増加いたし

ました。これは主に四半期純利益の計上と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75.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四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、賞与引

当金の減少額135百万円、有形固定資産の取得による支出120百万円、たな卸資産の増加額116百万

円などがあったものの減価償却費289百万円、法人税等の還付額262百万円、売上債権の減少額218

百万円などがありましたので、3,184百万円となり前連結会計年度末に比べ575百万円増加いたしま

した。 

  当第２四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757百万円（前年同期比565百万円増加）となりました。これは主

に賞与引当金の減少額135百万円、たな卸資産の増加額116百万円あったものの減価償却費289百万

円、法人税等の還付額262百万円、売上債権の減少額218百万円あったこと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



（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164百万円（前年同期比190百万円減少）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120百万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28百万円（前年同期比679百万円減少）となりました。これは主に

返済による借入金の減少額25百万円によるものであります。 

 今後の見通しにつきましては、景気の先行きは依然として不透明であり、各事業とも厳しい状況

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全力で取り

組み、業績の改善に努めてまいります。また、自動車部品の製造を行っている海外子会社（中国）

の業績が好調に推移しており、増益が見込まれます。 

 通期の業績予想につきましては平成21年７月30日に公表いたしました業績予想を当第２四半期累

計期間における業績の動向を踏まえ、修正を行い平成21年10月23日付「業績予想の修正に関するお

知らせ」により公表しております。 

 なお、平成21年10月23日付の修正内容は以下のとおりです。 

 平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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。 

④税金費用の計算 

  税金費用については、当第２四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。 

（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 

 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

  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 

（円）

前 回 発 表 予 想（Ａ）  9,714  △327  △181  37  2.48

今 回  修  正  予  想（Ｂ）  10,169  △207  △49  121  8.10

増    減    額（Ｂ－Ａ）  455  120  132  84 － 

増      減      率（％）  4.7 － －  227.0 － 

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 13,086  △39  138  58  3.92

４．その他



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,323,074 2,699,668

受取手形及び売掛金 2,460,394 2,736,799

有価証券 239,218 239,000

商品及び製品 166,932 210,863

仕掛品 1,291,390 1,150,895

原材料及び貯蔵品 355,622 333,919

繰延税金資産 114,034 114,256

その他 211,700 422,304

貸倒引当金 △66,735 △68,086

流動資産合計 8,095,631 7,839,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 804,699 835,536

機械装置及び運搬具（純額） 1,400,488 1,549,621

工具、器具及び備品（純額） 152,485 151,791

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 42,113 56,584

有形固定資産合計 3,677,175 3,870,922

無形固定資産 59,079 61,024

投資その他の資産   

投資有価証券 1,138,255 976,399

長期貸付金 － 1,256

賃貸用不動産（純額） 1,004,240 1,011,763

繰延税金資産 205,641 269,586

その他 11,465 12,636

貸倒引当金 △2,792 △3,941

投資その他の資産合計 2,356,810 2,267,701

固定資産合計 6,093,065 6,199,648

資産合計 14,188,697 14,039,269



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,726,498 1,760,681

1年内返済予定の長期借入金 － 25,600

未払法人税等 26,182 11,737

賞与引当金 72,500 208,330

受注損失引当金 72,800 16,100

その他 290,341 212,653

流動負債合計 2,188,322 2,235,101

固定負債   

退職給付引当金 798,021 763,789

役員退職慰労引当金 92,086 94,204

受入保証金 139,217 139,104

その他 329 313

固定負債合計 1,029,654 997,411

負債合計 3,217,977 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 7,571,519 7,542,015

自己株式 △37,183 △36,768

株主資本合計 10,208,818 10,179,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 472,585 377,424

為替換算調整勘定 23,561 △927

評価・換算差額等合計 496,146 376,497

少数株主持分 265,754 250,530

純資産合計 10,970,719 10,806,756

負債純資産合計 14,188,697 14,039,269



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,389,618 4,553,510

売上原価 6,335,050 4,190,887

売上総利益 1,054,567 362,622

販売費及び一般管理費 714,554 531,174

営業利益又は営業損失（△） 340,013 △168,551

営業外収益   

受取利息 5,256 5,363

受取配当金 17,976 8,581

不動産賃貸料 111,894 111,127

その他 24,353 23,829

営業外収益合計 159,480 148,901

営業外費用   

支払利息 2,284 139

不動産賃貸費用 49,782 55,341

その他 3,288 3,374

営業外費用合計 55,354 58,854

経常利益又は経常損失（△） 444,139 △78,504

特別利益   

固定資産売却益 3,061 －

貸倒引当金戻入額 38 1,670

補助金収入 － 136,278

その他 － 2,630

特別利益合計 3,099 140,579

特別損失   

固定資産除却損 12,191 2,899

固定資産売却損 118 －

特別損失合計 12,309 2,899

税金等調整前四半期純利益 434,929 59,175

法人税等 191,803 19,444

少数株主利益 6,921 10,227

四半期純利益 236,204 29,503



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 434,929 59,175

減価償却費 339,138 289,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,112 △2,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,271 34,232

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,520 △135,830

受注損失引当金の増減額（△は減少） 14,100 56,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,033 △2,500

受取利息及び受取配当金 △23,233 △13,945

支払利息 2,284 139

固定資産除売却損益（△は益） 9,247 －

固定資産除却損 － 2,899

売上債権の増減額（△は増加） 323,580 218,656

たな卸資産の増減額（△は増加） △255,644 △116,338

仕入債務の増減額（△は減少） △458,465 △40,222

その他の資産の増減額（△は増加） 41,466 23,802

その他の負債の増減額（△は減少） △18,189 106,753

小計 413,045 480,663

利息及び配当金の受取額 23,176 13,898

利息の支払額 △831 △95

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △243,963 262,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,427 757,126

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 △255,357 △275,064

定期預金の払戻による収入 209,791 232,597

有価証券の取得による支出 △12,953 △12,972

有価証券の償還による収入 13,000 13,000

有形固定資産の取得による支出 △313,761 △120,161

有形固定資産の売却による収入 4,577 －

投資有価証券の取得による支出 △2,127 △2,186

貸付金の回収による収入 1,113 1,080

その他 1,351 △329

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,365 △164,037

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 △28,800 △25,600

自己株式の取得による支出 △4,703 △414

配当金の支払額 △74,163 △176

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 △708,195 △28,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,220 10,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △872,354 575,268

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 2,360,130 3,184,647



 該当事項はありません。 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９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  4,288,237 2,281,555 780,064 39,760  7,389,618 － 7,389,618

（２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 32,250 － 97,731  129,981  (129,981) －

計  4,288,237 2,313,805 780,064 137,492  7,519,600  (129,981) 7,389,618

営業利益  214,169 140,883 26,463 12,360  393,876  (53,863) 340,013

  
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  2,700,928 1,502,572 318,554 31,453  4,553,510 － 4,553,510

（２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
   － 15,433 － 58,175  73,609  (73,609) －

計  2,700,928 1,518,006 318,554 89,629  4,627,119  (73,609) 4,553,510

営業利益（又は営業損失△）  △79,935 97,645 △185,304 7,642  △159,951  (8,600) △168,551

〔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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