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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 33,713 △26.5 679 △79.6 988 △73.5 164 △90.9

21年3月期第2四半期 45,865 ― 3,339 ― 3,736 ― 1,801 ―

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 3.39 ―

21年3月期第2四半期 36.34 ―

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 98,647 38,908 33.1 671.72
21年3月期 95,734 34,072 32.6 642.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,616百万円 21年3月期  31,221百万円

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  

＊現時点では、平成22年３月期末の配当予想は未定とさせていただきます。 

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 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  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 69,500 △11.1 2,100 △35.3 2,500 △31.0 450 △66.3 9.27
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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）  有  
新規 1社 （社名  ジムラックスB.V.  ） 除外   －社               
（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

 期末配当予想額につきましては、自動車向け製品は回復傾向にあるものの、建設機械向け製品、一般産業向け製品で厳しい状況が継続しており、先行
きが不透明であることから、現時点では未定とし、今後の業績動向を勘案した上で速やかに開示いたします。 
 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3月期第2四半期 49,757,821株 21年3月期  49,757,821株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,200,776株 21年3月期  1,198,371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 48,557,927株 21年3月期第2四半期 49,568,796株
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 当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）における我が国経済は、昨年後半以降の

世界的な金融危機、経済混乱の影響により依然厳しい状況で推移いたしました。 

 自動車業界向け製品につきましては、補助金やエコカー減税などにより回復傾向にありますが、建設機械業界向

け製品及び一般産業機械業界向け製品につきましては、厳しい状況が継続しております。  

  このような経済情勢のなか当社グループは、体質改革２ヵ年計画に基づき事業体制の見直しやコスト削減活動に

よる損益分岐点の引き下げ等をおこない企業収益の回復・向上に邁進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の連結売上高は337億13百万円（前年同期比26.5％減）、連結営業利益は6億79

百万円（同79.6％減）、連結経常利益は9億88百万円（同73.5％減）、連結四半期純利益は1億64百万円（同90.9％

減）となりました。 

    

 当第２四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ29億12百万円増加し986億47百万円となりました。これは主

に、投資有価証券の取得による増加37億39百万円、現預金の増加9億68百万円及び連結子会社株式の一部売却に伴う

のれんの減少20億94百万円等によるものであります。 

 負債は前期末に比べ19億23百万円減少し597億38百万円となりました。これは主に賞与引当金が6億51百万円増加

した一方、長短借入金が28億78百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は前期末に比べ48億35百万円増加し389億8百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が13億16

百万円及び子会社株式の一部売却等により少数株主持分が34億40百万円、それぞれ増加したことによるものであり

ます。 

   

  平成21年10月27日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想を

修正いたしました。 

 詳細につきましては本日公表の「平成22年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

 新規 １社 ジムラックスB.V. 

  前連結会計年度まで持分法適用の範囲に含めておりましたジムラックスB.V.の株式を平成21年7月15日開催

の取締役会に基づき、ジムラックスGmbHから取得いたしました。 

  これに伴い、ジムラックスB.V.は当社の連結子会社となりました。   

①棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部で実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

当社及び定率法を採用している一部の連結子会社は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

③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。 

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）

（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
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５．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 14,247 13,279

受取手形及び売掛金 18,224 17,979

商品及び製品 2,701 2,941

仕掛品 6,669 6,432

原材料及び貯蔵品 2,732 2,756

その他 3,440 3,708

貸倒引当金 △67 △17

流動資産合計 47,949 47,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,465 10,155

機械装置及び運搬具（純額） 12,382 12,217

その他（純額） 6,140 6,041

有形固定資産合計 28,988 28,414

無形固定資産   

のれん 5,406 7,501

その他 245 257

無形固定資産合計 5,652 7,758

投資その他の資産   

投資有価証券 10,007 6,267

その他 6,286 6,449

貸倒引当金 △237 △235

投資その他の資産合計 16,056 12,480

固定資産合計 50,697 48,653

資産合計 98,647 95,734
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（単位：百万円）

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 3,471 3,129

短期借入金 13,689 12,556

未払法人税等 859 730

賞与引当金 1,644 993

その他の引当金 790 －

その他 8,894 10,084

流動負債合計 29,350 27,494

固定負債   

長期借入金 21,352 25,364

退職給付引当金 7,976 7,799

役員退職慰労引当金 165 569

負ののれん 262 271

その他 630 163

固定負債合計 30,388 34,167

負債合計 59,738 61,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,337 11,337

利益剰余金 14,586 14,530

自己株式 △493 △492

株主資本合計 35,920 35,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58 34

為替換算調整勘定 △3,362 △4,679

評価・換算差額等合計 △3,304 △4,644

少数株主持分 6,291 2,851

純資産合計 38,908 34,072

負債純資産合計 98,647 95,734
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（2）四半期連結損益計算書 
 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 45,865 33,713

売上原価 35,470 26,356

売上総利益 10,394 7,356

販売費及び一般管理費 7,054 6,676

営業利益 3,339 679

営業外収益   

受取利息 75 110

受取配当金 15 444

持分法による投資利益 536 346

その他 543 430

営業外収益合計 1,170 1,332

営業外費用   

支払利息 367 506

その他 406 516

営業外費用合計 774 1,023

経常利益 3,736 988

特別利益   

固定資産売却益 15 2

関係会社株式売却益 － 828

その他 5 65

特別利益合計 21 897

特別損失   

固定資産除却損 36 12

事業再編損 － 314

その他 35 55

特別損失合計 72 383

税金等調整前四半期純利益 3,686 1,502

法人税等 1,515 920

少数株主利益 369 417

四半期純利益 1,801 164
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 3,686 1,502

減価償却費 2,476 2,393

のれん償却額 201 250

受取利息及び受取配当金 △91 △555

支払利息 367 506

持分法による投資損益（△は益） △536 △346

有形固定資産除売却損益（△は益） 21 16

売上債権の増減額（△は増加） △340 492

たな卸資産の増減額（△は増加） △609 538

仕入債務の増減額（△は減少） △255 414

割引手形の増減額（△は減少） △1,249 △340

その他 575 1,100

小計 4,245 5,973

利息及び配当金の受取額 93 558

利息の支払額 △356 △449

法人税等の支払額 △1,676 △854

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,305 5,228

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 △3,868 △1,983

有形固定資産の売却による収入 207 69

投資有価証券の取得による支出 △176 △3,680

投資有価証券の売却による収入 － 5,903

子会社株式の取得による支出 △1,164 △350

その他 △92 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,093 △54

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） 6,026 △325

長期借入れによる収入 1,026 －

長期借入金の返済による支出 △2,212 △3,391

自己株式の取得による支出 △6 0

配当金の支払額 △297 △145

少数株主への配当金の支払額 △670 △422

その他 △8 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,856 △4,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 △309 203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 758 880

現金及び現金同等物の期首残高 7,165 12,678

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 171 0

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の期首残高増減額（△は減少）

－ △399

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,095 13,158
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 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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