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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,073 △27.8 102 79.6 121 21.6 38 △13.6

21年3月期第2四半期 7,031 ― 57 ― 99 ― 45 ―

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 1.34 ―

21年3月期第2四半期 1.55 ―

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 15,772 11,260 71.3 389.75
21年3月期 16,379 11,354 69.3 393.00

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,260百万円 21年3月期  11,354百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 5.50 5.50

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 9,800 △24.0 10 △73.6 40 △63.9 5 △90.5 0.17
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,307,396株 21年3月期  31,307,396株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,416,685株 21年3月期  2,415,709株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 28,891,297株 21年3月期第2四半期 28,896,120株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景気低迷が続くなか、政

府の経済政策等により一部に持ち直しの動きがみられたものの、雇用・所得環境の悪化が続いているなど、

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社は、コスト削減の一層の徹底を図るとともに、生産性の向上及び営業活動を

強力に推し進めて、業績の向上に努めてまいりました。この結果、当第２四半期累計期間の売上高は50億

７千３百万円と前年同期比27.8％の減少となりましたが、利益面につきましては、営業利益が１億２百万

円と前年同期比79.6％の増加、経常利益が１億２千１百万円と前年同期比21.6％の増加となりました。四

半期純利益につきましては、３千８百万円と前年同期比13.6％の減少となりましたが、その主な要因は、

当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もって算出したことによ

る税金費用の増加であります。 

 以下部門別の売上高についてご説明申しあげます。 

 「銃弾」につきましては、17億８千万円と前年同期比13.0％の減少となりました。「金属加工品」につき

ましては、主力の水晶振動子用ケースが大幅に減少したことに加えて、それ以外の自動車関連部品などの

製品も軒並み減少し、16億５千５百万円と前年同期比31.4％の減少となりました。「プレス」につきまして

は、主に海外向けの減少により、７億２千６百万円と前年同期比33.3％の減少となりました。「航空機部品」

につきましては、旅客機用部品の受注減から、５億５百万円と前年同期比9.2％の減少となりました。「ば

ね成形機」につきましては、自動車及び電機業界向けの減少により、２億円と前年同期比34.9％の減少と

なりました。「自動組立機」は、主に自動車業界向けの減少により、１億４千５百万円と前年同期比73.2％

の減少となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前期末より６億７百万円の減少となりました。これは主に、売上債権が８

億９千９百万円減少したことなどによるものです。負債につきましては、５億１千３百万円の減少となり

ました。これは主に、仕入債務が６億４千１百万円減少したことなどによるものです。純資産につきまし

ては、９千４百万円の減少となりました。 

 

旭精機工業㈱（6111）平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

- 3 -



３．業績予想に関する定性的情報 

 平成22年３月期通期の業績予想につきましては、金属加工品の売上は当初予想より増加する見込みとな

りましたが、プレス及びばね成形機の売上が減少する見込みとなるため、予想値を修正いたします。 

 なお、平成21年４月30日付の平成21年３月期決算短信(非連結)で発表いたしました予想値との差異は、

以下の通りです。 

 

（通期） 

 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

前回発表予想（Ａ） 10,100 10 40 5 0.17

今回修正予想（Ｂ） 9,800 10 40 5 0.17

増 減 額（Ｂ－Ａ） △300 0 0 0 － 

増 減 率（％） △2.9 0.0 0.0 0.0 － 

前 期 実 績 12,903 38 111 53 1.85
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

② 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

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、前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２四半期会計期間を含む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、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

 

(2) 四半期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。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,776,582 2,694,858

受取手形及び売掛金 2,432,741 3,331,955

製品 278,373 324,779

仕掛品 1,357,981 1,611,618

原材料及び貯蔵品 714,651 923,111

その他 152,711 130,154

貸倒引当金 △15,600 △4,000

流動資産合計 8,697,441 9,012,477

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,889,172 1,954,667

機械及び装置（純額） 2,444,569 2,667,732

その他（純額） 861,081 917,106

有形固定資産合計 5,194,823 5,539,506

無形固定資産 76,572 72,050

投資その他の資産   

投資有価証券 1,091,827 1,039,846

その他 775,968 780,210

貸倒引当金 △64,238 △64,238

投資その他の資産合計 1,803,557 1,755,818

固定資産合計 7,074,954 7,367,376

資産合計 15,772,395 16,379,854
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,266,730 1,908,664

短期借入金 1,440,000 1,440,000

未払法人税等 93,174 16,913

賞与引当金 123,427 121,781

その他 404,645 400,048

流動負債合計 3,327,977 3,887,407

固定負債   

退職給付引当金 1,014,653 981,477

役員退職慰労引当金 167,251 153,709

その他 2,346 2,748

固定負債合計 1,184,250 1,137,934

負債合計 4,512,228 5,025,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,401 3,469,404

利益剰余金 3,765,795 3,900,227

自己株式 △331,510 △331,356

株主資本合計 11,079,102 11,213,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 181,063 140,819

評価・換算差額等合計 181,063 140,819

純資産合計 11,260,166 11,354,511

負債純資産合計 15,772,395 16,379,854
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 7,031,656 5,073,482

売上原価 6,230,145 4,374,544

売上総利益 801,510 698,937

販売費及び一般管理費 744,379 596,300

営業利益 57,130 102,637

営業外収益   

受取利息 2,572 647

受取配当金 21,867 12,535

固定資産賃貸料 57,068 49,247

その他 8,602 5,028

営業外収益合計 90,110 67,459

営業外費用   

支払利息 8,647 9,071

固定資産賃貸費用 35,303 34,599

その他 3,547 5,044

営業外費用合計 47,498 48,716

経常利益 99,742 121,380

特別利益   

固定資産売却益 － 388

貸倒引当金戻入額 600 －

特別利益合計 600 388

特別損失   

固定資産売却損 683 149

固定資産除却損 1,402 2,252

投資有価証券評価損 1,478 －

特別損失合計 3,563 2,402

税引前四半期純利益 96,779 119,366

法人税、住民税及び事業税 51,710 80,290

過年度法人税等 － 158

法人税等合計 51,710 80,448

四半期純利益 45,069 38,918

旭精機工業㈱（6111）平成22年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

- 8 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 96,779 119,366

減価償却費 574,063 471,057

貸倒引当金の増減額（△は減少） △314 11,600

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,532 1,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） △52,351 33,176

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △122,661 13,542

受取利息及び受取配当金 △24,440 △13,183

支払利息 8,647 9,071

有形固定資産売却損益（△は益） 683 △239

有形固定資産除却損 1,352 2,143

売上債権の増減額（△は増加） 504,666 899,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △909 508,503

仕入債務の増減額（△は減少） △13,241 △641,933

その他 △110,872 △2,096

小計 796,867 1,411,867

利息及び配当金の受取額 24,440 13,183

利息の支払額 △8,600 △1,722

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △251,501 △3,527

営業活動によるキャッシュ・フロー 561,205 1,419,800

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △310,161 △148,170

有形固定資産の売却による収入 2,339 2,423

無形固定資産の取得による支出 △6,185 △17,788

投資有価証券の取得による支出 △2,406 △2,391

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,953 －

貸付金の回収による収入 1,370 －

その他 657 290

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,432 △165,636

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 150,000 －

短期借入金の返済による支出 △150,000 －

自己株式の取得による支出 △1,083 △248

自己株式の売却による収入 369 91

配当金の支払額 △172,802 △171,975

その他 － △191

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,517 △172,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,232 1,081,724

現金及び現金同等物の期首残高 2,529,446 2,694,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,605,679 3,776,582
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（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）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。 
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