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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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6月期第1四半期 931 △24.0 50 △57.0 43 △62.4 7 △85.3
21年6月期第1四半期 1,225 ― 116 ― 115 ― 54 ―

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6月期第1四半期 6.00 ―
21年6月期第1四半期 40.97 ―

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6月期第1四半期 6,058 4,422 73.0 3,339.85
21年6月期 5,966 4,403 73.8 3,325.45

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  4,422百万円 21年6月期  4,403百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

1,650 △31.3 10 △95.9 △5 △102.3 △25 △125.1 △18.88

通期 3,560 △9.9 230 7.6 200 2.6 90 177.5 67.97



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 
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。 

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6月期第1四半期 1,355,000株 21年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  30,939株 21年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 1,324,061株 21年6月期第1四半期 1,324,061株



当第１四半期の経済情勢は、世界的不況に対処する各国政府の経済対策効果や中国を始めとする新興国の景気

回復動向を受けて、国内経済は、昨年後半から本年年初にかけて続いた 悪期を脱し、緩やかな回復基調となり

ました。しかし一方で、経済活動の水準は景気後退前の７～８割までしか戻っておらず、引続き景気回復のテン

ポや持続力については不透明感が拭えない状況が続いております。 

このような情勢のなか、当社グループは、まず国内生産において、需給動向の変化に対応する生産拠点の 適

化及び生産工程の効率化を進めました。また、設備投資の抑制や諸経費の節減にも取り組み、事業構造の再構築

（スリム化と低コスト化）を推し進めました。一方で、中国の関係会社においては、中国政府の年初からの集中

的な政策対応による景気の持ち直しを受けて、生産活動が復元する兆しとなりました。 

この結果、当第１四半期の業績につきましては、売上高は931百万円（前年同期比24.0％減）、営業利益は50

百万円（前年同期比57.0％減）、経常利益は43百万円（前年同期比62.4％減）、四半期純利益は７百万円（前年

同期比85.3％減）となりました。 

当第１四半期におけるセグメント別の営業概況は次のとおりであります。 

＜ドライルーブ事業＞ 

自動車機器業界向けは、エコカー減税・補助金などの政策効果により、ハイブリッド車や小型車など環境対応

車向け部品生産の増加傾向がみられましたが、全体としてはピーク時の75％程度の生産となりました。また、家

電業界向けはエコポイント効果、光学機器業界向けはデジタル一眼カメラの堅調を受けて底堅く推移いたしまし

た。 

中国の関係会社（連結子会社１社と持分法適用関連会社２社）の業績につきましては、その連結決算対象期間

が、中国経済の一時的な景気後退局面にあたり、売上高が減少いたしました。  

この結果、ドライルーブ事業の売上高は916百万円（前年同期比24.9％減）となりました。 

＜その他事業＞ 

太陽光発電装置用途のＡＴＩ電線（編組電線）の販売は、拡大に向う道筋の踊り場にあり、第１四半期後半に

おいて一時的に停滞いたしました。ルブダイヤシリーズの販売は堅調に推移しております。 

この結果、その他事業の売上高は14百万円（前年同期比207.9％増）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ91百万円増加し、

6,058百万円（前期末比1.5％増）となりました。これは主に、未収還付法人税等43百万円の減少、未収入金

の減少等がありましたが、現金及び預金129百万円の増加、売上債権45百万円の増加等により、流動資産が

111百万円増加したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ72百万円増加し、

1,636百万円（前期末比4.6％増）となりました。これは主に、仕入債務30百万円の増加、短期借入金が42百

万円増加したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、

4,422百万円（前期末比0.4％増）となりました。これは主に、配当金の支払33百万円等により、利益剰余金

25百万円の減少がありましたが、為替換算調整勘定が44百万円増加したことによるものです。 

これらの結果、自己資本比率は73.0％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ159百万円増加

し、1,386百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、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１四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、174百万円（前年同期比302.9％

増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益29百万円、減価償却費58百万円、売上債権の増

加額45百万円、仕入債務の増加額30百万円等によるものです。 

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） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、２百万円（前年同期比98.1％減）

となりました。これは主に、定期預金の預入による支出113百万円、定期預金の払戻による収入143百万円、

有形固定資産の取得による支出13百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、６百万円（前年同四半期における財

務活動により獲得した資金は266百万円）となりました。これは主に、短期借入れによる収入42百万円、長

期借入金の返済による支出16百万円、配当金の支払額33百万円によるものです。 

  

平成22年６月期の業績予想につきましては、平成21年８月７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。  

① たな卸資産の評価方法 

当第１四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。 

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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,562,279 1,432,911

受取手形及び売掛金 681,600 636,287

商品及び製品 57,307 69,385

仕掛品 31,706 27,139

原材料及び貯蔵品 41,625 40,157

未収還付法人税等 67,800 111,168

繰延税金資産 23,791 1,840

その他 11,844 47,851

貸倒引当金 △150 △146

流動資産合計 2,477,804 2,366,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,657,372 1,653,395

減価償却累計額 △764,195 △747,283

建物及び構築物（純額） 893,176 906,111

機械装置及び運搬具 1,255,547 1,254,412

減価償却累計額 △742,436 △704,657

機械装置及び運搬具（純額） 513,111 549,754

工具、器具及び備品 87,126 86,659

減価償却累計額 △68,095 △65,699

工具、器具及び備品（純額） 19,031 20,959

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 23,803 23,540

有形固定資産合計 2,674,268 2,725,511

無形固定資産 28,364 22,303

投資その他の資産   

投資有価証券 40,872 41,414

関係会社出資金 641,311 606,577

繰延税金資産 76,869 78,818

その他 118,949 125,463

投資その他の資産合計 878,003 852,273

固定資産合計 3,580,637 3,600,088

資産合計 6,058,442 5,966,683



（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 274,234 243,470

短期借入金 42,180 －

1年内返済予定の長期借入金 64,000 64,000

賞与引当金 43,443 16,674

その他 81,767 85,192

流動負債合計 505,625 409,337

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 488,000 504,000

退職給付引当金 101,286 108,873

長期未払金 141,370 141,370

固定負債合計 1,130,656 1,154,243

負債合計 1,636,282 1,563,580

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 3,578,600 3,603,753

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,403,989 4,429,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,336 △1,977

為替換算調整勘定 20,506 △24,061

評価・換算差額等合計 18,170 △26,039

純資産合計 4,422,159 4,403,103

負債純資産合計 6,058,442 5,966,683



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,225,077 931,165

売上原価 896,458 708,642

売上総利益 328,619 222,523

販売費及び一般管理費 211,795 172,307

営業利益 116,823 50,216

営業外収益   

受取利息 795 535

受取配当金 0 －

受取保険料 14,454 15,429

その他 1,275 3,023

営業外収益合計 16,526 18,988

営業外費用   

支払利息 2,158 3,984

社債利息 1,865 1,865

為替差損 5,388 9,762

持分法による投資損失 8,227 9,861

その他 492 453

営業外費用合計 18,131 25,926

経常利益 115,218 43,277

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産除却損 1,525 －

固定資産売却損 99 －

退職特別加算金 － 13,280

特別損失合計 1,625 13,280

税金等調整前四半期純利益 113,605 29,996

法人税、住民税及び事業税 72,779 41,807

法人税等調整額 △13,426 △19,759

法人税等合計 59,353 22,048

四半期純利益 54,251 7,948



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 113,605 29,996

減価償却費 57,810 58,519

持分法による投資損益（△は益） 8,227 9,861

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,794 26,768

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,565 △7,586

受取利息及び受取配当金 △796 △535

支払利息及び社債利息 4,023 5,849

為替差損益（△は益） 5,219 9,725

固定資産除売却損益（△は益） 1,625 －

売上債権の増減額（△は増加） △9,768 △45,240

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,795 5,949

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,199 36,491

仕入債務の増減額（△は減少） △84,101 30,272

未払消費税等の増減額（△は減少） 687 11,324

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,770 546

その他 △4,821 3,835

小計 181,425 175,781

利息及び配当金の受取額 932 749

利息の支払額 △1,460 △2,286

法人税等の支払額 △137,688 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,208 174,098

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 △193,000 △113,096

定期預金の払戻による収入 193,000 143,096

有形固定資産の取得による支出 △110,642 △13,934

無形固定資産の取得による支出 － △23,150

その他 △2,325 4,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,967 △2,139

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 － 42,780

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 △33,101

財務活動によるキャッシュ・フロー 266,898 △6,321

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,780 △6,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,919 159,368

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598 1,226,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,279,518 1,386,184



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７月１日 至平成20年９月30日） 

ドライルーブ事業の売上高、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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 ドライルーブ事業の売上高、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。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの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、所在地別セグメント情報の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７月１日 至平成21年９月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

（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



該当事項はありません。   

  

６．その他の情報
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