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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 1,564 △58.5 △7 ― 22 △95.1 1 △99.5

21年3月期第2四半期 3,769 ― 438 ― 464 ― 272 ―

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 0.34 ―

21年3月期第2四半期 68.25 ―

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 6,621 5,717 86.4 1,429.68
21年3月期 6,675 5,713 85.6 1,428.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,717百万円 21年3月期  5,713百万円

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 ― ― ― 14.00 14.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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 3,950 △39.4 10 △98.2 50 △91.8 15 △94.4 3.75



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３ページ「定性的・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 

１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間において修正しております。なお、平成22年３月期通期連結業績予想
につきましては、前回予想（平成21年５月15日付公表）を据え置きとしております。 
２．業績予想につきましては、現時点で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、様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 

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 4,000,000株 21年3月期  4,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  835株 21年3月期  835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 3,999,165株 21年3月期第2四半期 3,999,165株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安による急激な景気悪化に伴い企業収益の大幅

な減少による設備投資の抑制、雇用環境の悪化から個人消費も低迷し、一部で底打ち感はあるものの、依然として先

行き不透明な状況が続いております。 

  このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,564百万円と前年同期に比較して2,204百万円(前

年同期比58.5%減）の減収となりました。事業の種類別セグメントでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少に

より881百万円(前年同期比60.7%減）、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の減少により、683百万

円(前年同期比55.2％減）となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品製造事業の大幅な売上減が主な要因となり、営業損失は７百万円（前年同期は

営業利益438百万円）、経常利益22百万円（前年同期比95.1%減）、四半期純利益は１百万円(前年同期比99.5%減）と

なりました。 

  

  

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は有価証券（譲渡性預金）が減少したこと等により、前連結会計年度

末に比べ54百万円減少し、6,621百万円となりました。  

  負債につきましては、仕入債務、未払法人税等が減少したため57百万円減少し903百万円となりました。  

  純資産はその他有価証券評価差額金の増加などにより5,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ３百万円増加

しました。 

  

  

  平成22年度３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期

累計期間において修正しております。なお、平成22年３月期通期連結業績予想につきましては、前回予想（平成21年

５月15日付公表）を据え置きとしております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している固定資産については、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

 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）

（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 884,604 540,767

受取手形及び売掛金 753,994 499,624

有価証券 987,000 1,587,000

製品 29,361 15,279

仕掛品 314,974 279,336

原材料 27,318 31,653

その他 36,669 18,940

貸倒引当金 △1,224 △842

流動資産合計 3,032,698 2,971,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 773,561 804,843

機械装置及び運搬具（純額） 1,035,071 1,164,480

土地 638,912 643,812

その他（純額） 44,514 51,383

有形固定資産合計 2,492,060 2,664,520

無形固定資産 9,828 13,421

投資その他の資産 1,086,725 1,025,867

固定資産合計 3,588,614 3,703,809

資産合計 6,621,312 6,675,570



（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   

買掛金 202,294 238,165

未払法人税等 42,793 101,342

賞与引当金 41,505 －

役員賞与引当金 － 11,000

その他 153,183 183,710

流動負債合計 439,776 534,217

固定負債   

退職給付引当金 235,475 201,583

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

その他 210,351 207,659

固定負債合計 464,007 427,423

負債合計 903,784 961,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,448,261 5,502,885

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,673,808 5,728,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124,530 85,300

為替換算調整勘定 △80,810 △99,803

評価・換算差額等合計 43,720 △14,502

純資産合計 5,717,528 5,713,929

負債純資産合計 6,621,312 6,675,570



（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 3,769,820 1,564,856

売上原価 2,980,006 1,343,396

売上総利益 789,814 221,459

販売費及び一般管理費 351,592 229,408

営業利益又は営業損失（△） 438,222 △7,948

営業外収益   

受取利息 3,135 4,203

受取配当金 5,091 1,979

賃貸収入 27,086 25,369

為替差益 1,169 －

助成金収入 － 15,611

雑収入 1,330 4,644

営業外収益合計 37,814 51,807

営業外費用   

支払利息 2,226 2,072

不動産賃貸原価 9,058 8,583

為替差損 － 10,271

雑損失 396 －

営業外費用合計 11,681 20,928

経常利益 464,354 22,930

特別損失   

役員退職慰労金 3,465 －

固定資産売却損 947 －

固定資産廃棄損 3,257 104

特別損失合計 7,669 104

税金等調整前四半期純利益 456,685 22,826

法人税、住民税及び事業税 223,138 41,000

法人税等調整額 △39,411 △19,538

法人税等合計 183,727 21,461

四半期純利益 272,957 1,364



（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 456,685 22,826

減価償却費 204,062 193,729

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,776 33,892

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,220 41,505

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,335 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △11,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 228 472

受取利息及び受取配当金 △8,227 △6,182

支払利息 2,226 2,072

有形固定資産廃棄損 3,257 104

売上債権の増減額（△は増加） △174,263 △232,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △201,466 △45,314

仕入債務の増減額（△は減少） 399,880 △35,677

未払又は未収消費税等の増減額 6,383 23,088

その他 74,899 △84,213

小計 827,328 △96,926

利息及び配当金の受取額 8,227 6,182

利息の支払額 △2,226 △2,072

法人税等の支払額 △109,837 △94,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 723,491 △186,854

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 △13,000 △313,000

定期預金の払戻による収入 13,000 13,000

貸付金の回収による収入 225 145

有形固定資産の取得による支出 △465,248 △21,190

有形固定資産の売却による収入 910 －

投資有価証券の取得による支出 △5,136 △2,685

その他 63,886 14,850

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,363 △308,880

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △89,217 △66,811

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,217 △66,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,653 6,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,256 △556,163

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,732 2,114,767

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,698,988 1,558,604



 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

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） 

      全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 

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「本邦」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。 

  

  

  

（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〕

  
自動車部品製造事

業 
（千円） 

工作機械製造事業
（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 
 2,241,731  1,528,089  3,769,820  ―  3,769,820

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 ―  1,018  1,018  (1,018)  ―

計  2,241,731  1,529,107  3,770,838  (1,018)  3,769,820

営業利益  128,001  310,220  438,222  ―  438,222

  
自動車部品製造事

業 
（千円） 

工作機械製造事業
（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 
 881,034  683,821  1,564,856  －  1,564,856

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,277  4,654  5,932  (5,932)  －

計  882,312  688,475  1,570,788  (5,932)  1,564,856

営業利益又は営業損失

（△） 
 △108,789  100,840  △7,948  －  △7,948

事業区分 主要製品

自動車部品製造事業  自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品 

工作機械製造事業 
 ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、マシニン

グセンター各種専用機 

〔所在地別セグメント情報〕



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２.各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

     （1）南米・・・・・・ブラジル 

     （2）その他の地域・・米国、ベトナム他  

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２.各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

     （1）南米・・・・・・ブラジル 

     （2）その他の地域・・米国、インド、ベトナム他  

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）       468,045       328,248  796,293

Ⅱ 連結売上高（千円）        －        －  3,769,820

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         12.4         8.7  21.1

  南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）       234,872            159,396  394,268

Ⅱ 連結売上高（千円）        －               －  1,564,856

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         15.0                10.2  25.2

（６）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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