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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 6,856 △39.1 △372 ― △368 ― △374 ―

21年3月期第2四半期 11,264 ― △273 ― △206 ― △102 ―

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 △24.52 ―

21年3月期第2四半期 △6.67 ―

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 16,876 11,124 63.5 704.09
21年3月期 18,312 11,403 60.1 719.49

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  10,726百万円 21年3月期  11,021百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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  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 15,700 △17.0 △340 ― △160 ― △280 ― △18.32
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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）  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  無  

(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 

上記の予想は、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ます。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。 

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 15,400,000株 21年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 165,103株 21年3月期 81,230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 15,278,875株 21年3月期第2四半期 15,390,338株

2



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、百年に一度といわれる大不況の中で低迷の一途をた

どる非常に厳しい環境下にはありましたものの、政府が施行した経済対策の効果も表れ、一部の産業にお

きましては回復傾向を示しております。 

 当社グループの主要取引業界である自動車産業でも海外での在庫調整の一巡とエコカーを中心に需要の

回復が起こり、売上低迷から脱しつつある状況下であります。 

 このような状況の中で、当社グループでは、自動車販売の変動に柔軟に対応できる生産体制再構築プロ

ジェクトの実施とともに、最大限の収益を確保するべく緊急利益対策活動にも注力してまいりました。そ

の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は68億56百万円（前年同期比39.1%減少）、

経常損失は３億68百万円（前年同期は経常損失２億６百万円）、四半期純損失は３億74百万円（前年同期

は四半期純損失１億２百万円）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168億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億36

百万円減少いたしました。これは主に借入金の返済に伴う現金及び預金の減少により流動資産が13億99百

万円減少したことによるものであります。  

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ11億57百万円減少し、57億52百万円となりました。これは主に短

期借入金の増加などにより流動負債が13億40百万円増加し、長期借入金の減少などにより固定負債が24億

97百万円減少したことによるものであります。  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億79百万円減少し、111億24百万円となりました。これは主

に四半期純損失の計上及び自己株式の取得により株主資本が４億59百万円減少し、評価・換算差額等が１

億64百万円増加したことなどによるものであります。 

  

平成22年３月期の連結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を

修正しております。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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
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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：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 1,308,338 2,486,506

受取手形及び売掛金 2,929,114 2,612,263

有価証券 72,930 514,381

商品及び製品 402,546 393,208

仕掛品 417,650 474,591

原材料及び貯蔵品 346,701 341,025

その他 166,981 213,028

貸倒引当金 △78,498 △69,312

流動資産合計 5,565,763 6,965,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,341,527 1,366,664

機械装置及び運搬具（純額） 5,569,790 5,595,349

工具、器具及び備品（純額） 480,728 501,778

その他（純額） 1,254,334 1,301,950

有形固定資産合計 8,646,380 8,765,743

無形固定資産   

のれん 3,097 4,130

その他 35,959 34,474

無形固定資産合計 39,057 38,604

投資その他の資産   

その他 2,628,341 2,545,975

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 2,625,141 2,542,775

固定資産合計 11,310,579 11,347,123

資産合計 16,876,343 18,312,815
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（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 2,454,110 2,109,304

短期借入金 1,270,250 66,100

1年内返済予定の長期借入金 111,351 549,683

未払法人税等 9,179 7,783

賞与引当金 218,324 199,083

資産撤去引当金 － 17,800

その他 903,638 676,604

流動負債合計 4,966,854 3,626,358

固定負債   

長期借入金 190,153 2,715,447

退職給付引当金 47,324 46,034

役員退職慰労引当金 133,837 141,411

負ののれん － 3,006

その他 414,121 377,450

固定負債合計 785,436 3,283,350

負債合計 5,752,290 6,909,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,407 574,407

利益剰余金 8,714,387 9,150,312

自己株式 △50,317 △26,289

株主資本合計 10,274,478 10,734,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 354,383 303,161

為替換算調整勘定 97,938 △15,805

評価・換算差額等合計 452,322 287,355

少数株主持分 397,252 381,321

純資産合計 11,124,052 11,403,107

負債純資産合計 16,876,343 18,312,815

中央可鍛工業㈱（5607）　平成22年３月期　第2四半期決算短信

5



(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 11,264,117 6,856,732

売上原価 10,660,912 6,531,491

売上総利益 603,205 325,240

販売費及び一般管理費 876,872 697,265

営業損失（△） △273,666 △372,025

営業外収益   

受取利息 16,944 3,147

受取配当金 19,276 13,079

持分法による投資利益 110,075 34,854

デリバティブ評価益 － 77,439

その他 44,594 56,523

営業外収益合計 190,890 185,044

営業外費用   

支払利息 16,840 32,667

デリバティブ評価損 101,660 2,180

借入金期限前返済清算金 － 101,067

その他 5,673 45,270

営業外費用合計 124,174 181,185

経常損失（△） △206,950 △368,166

特別利益   

前期損益修正益 595 －

固定資産売却益 12 55,760

貸倒引当金戻入額 1,548 －

特別利益合計 2,157 55,760

特別損失   

固定資産売却損 27,914 8,995

固定資産除却損 20,384 18,860

その他 2,600 －

特別損失合計 50,898 27,856

税金等調整前四半期純損失（△） △255,692 △340,262

法人税、住民税及び事業税 2,061 2,625

法人税等調整額 △93,324 15,448

法人税等合計 △91,263 18,074

少数株主利益又は少数株主損失（△） △61,788 16,312

四半期純損失（△） △102,640 △374,649
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(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損失（△） △255,692 △340,262

減価償却費 829,762 753,674

負ののれん償却額 △5,174 △1,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） 277 1,290

前払年金費用の増減額（△は増加） △107,995 △18,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,734 △7,574

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,644 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,151 19,241

資産撤去引当金の増減額(△は減少) － △17,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △302 9,186

受取利息及び受取配当金 △36,220 △16,227

支払利息 16,840 32,667

シンジケートローン手数料 － 20,000

デリバティブ解約損 － 22,752

デリバティブ評価損益（△は益） 101,660 △75,259

借入金期限前返済清算金 － 101,067

為替差損益（△は益） △3,594 △20,044

固定資産売却損益（△は益） 27,901 △46,765

固定資産除却損 20,384 18,860

投資有価証券評価損益（△は益） 2,600 －

持分法による投資損益（△は益） △110,075 △34,854

売上債権の増減額（△は増加） 20,077 △312,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,925 49,791

仕入債務の増減額（△は減少） 374,286 339,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,355 34,293

その他 △68,951 89,102

小計 711,275 600,027

利息及び配当金の受取額 38,713 16,227

利息の支払額 △16,840 △35,792

デリバティブ取引解約による支払額 － △22,752

法人税等の支払額 △45,014 △2,521

法人税等の還付額 － 11,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 688,134 566,938
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（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) 

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 △614,300 △246,550

定期預金の払戻による収入 614,300 66,550

有形固定資産の取得による支出 △900,424 △333,312

有形固定資産の売却による収入 23,421 66,801

無形固定資産の取得による支出 △5,950 △3,654

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,199,973 △523

投資有価証券の償還による収入 1,199,434 996

貸付けによる支出 △4,000 －

貸付金の回収による収入 21,690 21,116

保険積立金の積立による支出 △1,421 △1,427

保険積立金の払戻による収入 30,048 61,989

その他 3,765 2,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △833,408 △365,515

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） － 1,200,000

長期借入れによる収入 2,577,250 －

長期借入金の返済による支出 △138,295 △3,082,029

リース債務の返済による支出 △15,704 △17,002

配当金の支払額 △61,373 △61,022

シンジケートローン手数料 － △20,000

自己株式の取得による支出 △2,351 △24,027

自己株式の売却による収入 371 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,359,896 △2,004,081

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,279 2,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222,902 △1,799,664

現金及び現金同等物の期首残高 1,768,025 2,595,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,990,928 795,424
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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） 

 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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(303,452千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

３ 会計方針の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更に伴い、営業費用は「自動車

及び車両部品関連事業」で104,287千円、「産業機械部品関連事業」で28,159千円増加し、営業利益が同額

減少しております。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」で812千円増加し、営業損失が同額増加して

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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(274,671千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

  

(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】

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 9,121,652 304,144 1,838,321 11,264,117 ― 11,264,117

営業利益又は営業損失(△) 55,388 △51,812 26,209 29,785 (303,452) △273,666

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

自動車及び 
車両部品関連 
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 5,941,658 226,077 688,995 6,856,732 ― 6,856,732

営業利益又は営業損失(△) 30,334 △32,898 △94,789 △97,353 (274,671) △372,025

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等
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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額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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） 

 該当事項はありません。 

  

【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
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