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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 7,383 △32.8 △101 ― 21 △95.2 109 △54.1
21年3月期第3四半期 10,980 ― 305 ― 455 ― 237 ―

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3四半期 7.31 ―
21年3月期第3四半期 15.91 ―

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3四半期 14,530 11,086 74.5 724.09
21年3月期 14,039 10,806 75.2 706.25

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,820百万円 21年3月期  10,556百万円

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 ― 5.00 ― ― 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

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 10,056 △23.2 △148 ― 8 △94.2 133 126.6 8.90



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 
１．平成21年10月23日に公表いたしました連結業績予想は、平成22年１月28日に修正し、公表しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、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、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。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定
性的情報をご覧ください。 

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3四半期 15,058,152株 21年3月期  15,058,152株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  114,842株 21年3月期  111,318株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 14,945,147株 21年3月期第3四半期 14,959,450株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連の回復傾向や政府による経済対策等

の効果により一部では景気の持ち直しは見られたものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇

用・所得環境の悪化など、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引先である自

動車業界向けの鍛工品及び金型の両事業は、政府によるエコカー減税や補助金制度の導入効果によ

り一部に改善の動きは見られましたが需要の本格回復には至らず、厳しい需要状況のまま推移いた

しました。一般機械事業は企業の設備投資は依然として低迷状況が続いております事から当第３四

半期累計期間の連結売上高は7,383百万円（前年同期比32.8％減）となり厳しい業況を継続してお

ります。 

 売上高を事業の種類別セグメントで申し上げますと、次のとおりであります。 

 鍛工品（自動車部品等）は、顧客の生産調整は一段落し、また、政府の経済対策効果により一部

に改善の動きは見られましたが、依然として大型二輪車の北米、欧州での販売に回復は見られず、

鍛工品の需要は低迷のまま推移いたしましたので4,497百万円（前年同期比32.4％減）となりまし

た。 

 一般機械は、たばこ製造用装置関連が当第３四半期にて需要を伸ばすなど、堅調な受注ができま

したので増収、印刷機械は個人消費の低迷により印刷業界への各種ラベルの印刷需要に依然として

回復は見られず設備投資は低迷を続けており減収となりました。専用機につきましても設備投資抑

制の影響を受け減収となりました。一般機械全体では2,290百万円（前年同期比26.0％減）となり

ました。 

 金型は、ダイカスト金型は経済対策効果を反映し当第３四半期にて上半期に比べ需要に若干の改

善は見られましたが自動車業界からの需要に大きな回復は見られず減収となり、ロータリーダイに

つきましても、前年度は堅調に推移いたしました医薬品業界向けの需要一巡による大幅減収が影響

し減収となりました。金型全体では571百万円（前年同期比53.2％減）となりました。 

 その他（石油類販売等）は需要減により136百万円（前年同期比33.4％減）となりました。 

 収益面では当社及び一部の国内子会社は厳しい受注状況のため、一部で一時帰休を実施し、雇用

調整助成金の支給を受け、特別利益に計上いたしました。また、損益分岐点の引き下げと中国で自

動車部品の鍛工品事業を営んでいる海外子会社の好調な業績の計上もありましたが、当社グループ

全体では大幅な減収影響により、当第３四半期連結累計期間は営業損失101百万円、経常利益21百

万円（前年同期比95.2％減）、四半期純利益109百万円（前年同期比54.1％減）と前年同期に比

べ、大幅減益となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は14,530百万円となり、前連結会計年度末に比べ491百万

円増加いたしました。これは主に減収による受取手形の減少、法人税の還付によるその他流動資産

の減少があったものの現金及び預金の増加、仕掛品等のたな卸資産の増加及び投資有価証券の増加

によるものであります。 

 負債合計は3,443百万円となり、前連結会計年度末に比べ211百万円増加いたしました。これは主

に賞与引当金の減少があったものの買掛金の増加によるものであります。 

 純資産合計につきましては11,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ280百万円増加いたし

ました。これは主に四半期純利益の計上とその他有価証券評価差額金の増加によるものでありま

す。この結果、自己資本比率は74.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固

定資産の取得による支出169百万円、賞与引当金の減少額160百万円、たな卸資産の増加額119百万

円などがあったものの減価償却費439百万円、法人税等の還付額258百万円、税金等調整前四半期純

利益194百万円などがありましたので、3,326百万円となり前連結会計年度末に比べ717百万円増加

いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

【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



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は1,048百万円（前年同期比744百万円増加）となりました。これは

主に賞与引当金の減少額160百万円、たな卸資産の増加額119百万円あったものの減価償却費439百

万円、法人税等の還付額258百万円、税金等調整前四半期純利益194百万円あったことによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は302百万円（前年同期比142百万円減少）となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出169百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は28百万円（前年同期比765百万円減少）となりました。これは主

に返済による借入金の減少額25百万円によるものであります。 

 今後の見通しにつきましては、景気の先行きは依然として不透明であり、厳しい経営環境が続く

ものと予想されます。 

 当社グループといたしましては、引き続き、売上高確保及び損益分岐点の引き下げに全力で取組

み、業績の改善に努めてまいります。また、海外子会社（中国）の業績は今後も好調に推移するも

のと予想しております。 

 通期の業績予想につきましては、平成21年10月23日に公表いたしました業績予想を当第３四半期

累計期間における業績の動向を踏まえ修正しておりますので、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。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率は前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し,第２四半期連結

会計期間末の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。 

 また、棚卸資産の簿価切り下げについては、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、簿価切り下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当

該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

④繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結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、前連結会計年度において使用し

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。 

⑤税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,530,810 2,699,668

受取手形及び売掛金 2,637,378 2,736,799

有価証券 239,301 239,000

商品及び製品 171,493 210,863

仕掛品 1,223,361 1,150,895

原材料及び貯蔵品 420,738 333,919

繰延税金資産 111,800 114,256

その他 204,510 422,304

貸倒引当金 △67,549 △68,086

流動資産合計 8,471,845 7,839,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 786,100 835,536

機械装置及び運搬具（純額） 1,319,244 1,549,621

工具、器具及び備品（純額） 164,504 151,791

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 43,660 56,584

有形固定資産合計 3,590,898 3,870,922

無形固定資産 53,748 61,024

投資その他の資産   

投資有価証券 1,240,831 976,399

長期貸付金 － 1,256

賃貸用不動産（純額） 999,847 1,011,763

繰延税金資産 164,687 269,586

その他 11,465 12,636

貸倒引当金 △2,792 △3,941

投資その他の資産合計 2,414,039 2,267,701

固定資産合計 6,058,687 6,199,648

資産合計 14,530,532 14,039,269



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,910,709 1,760,681

1年内返済予定の長期借入金 － 25,600

未払法人税等 70,856 11,737

賞与引当金 47,850 208,330

受注損失引当金 77,500 16,100

その他 272,093 212,653

流動負債合計 2,379,009 2,235,101

固定負債   

退職給付引当金 845,873 763,789

役員退職慰労引当金 95,436 94,204

受入保証金 123,099 139,104

その他 306 313

固定負債合計 1,064,716 997,411

負債合計 3,443,725 3,232,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,651,281 7,542,015

自己株式 △37,384 △36,768

株主資本合計 10,288,379 10,179,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 533,036 377,424

為替換算調整勘定 △1,093 △927

評価・換算差額等合計 531,942 376,497

少数株主持分 266,484 250,530

純資産合計 11,086,807 10,806,756

負債純資産合計 14,530,532 14,039,269



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,980,304 7,383,780

売上原価 9,615,804 6,664,268

売上総利益 1,364,499 719,511

販売費及び一般管理費 1,058,728 821,267

営業利益又は営業損失（△） 305,770 △101,755

営業外収益   

受取利息 7,092 5,989

受取配当金 26,959 13,140

不動産賃貸料 164,676 163,013

その他 28,172 26,419

営業外収益合計 226,900 208,562

営業外費用   

支払利息 2,587 139

不動産賃貸費用 68,684 80,482

その他 6,021 4,212

営業外費用合計 77,292 84,834

経常利益 455,379 21,973

特別利益   

固定資産売却益 3,116 －

貸倒引当金戻入額 118 827

補助金収入 － 171,964

その他 － 2,630

特別利益合計 3,234 175,421

特別損失   

固定資産除却損 19,032 2,933

固定資産売却損 3,689 8

特別損失合計 22,722 2,942

税金等調整前四半期純利益 435,892 194,452

法人税等 191,192 66,864

少数株主利益 6,743 18,321

四半期純利益 237,955 109,266



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 435,892 194,452

減価償却費 518,836 439,825

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,587 1,232

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,223 82,084

賞与引当金の増減額（△は減少） △211,380 △160,480

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,900 61,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,009 △1,685

受取利息及び受取配当金 △34,052 △19,129

支払利息 2,587 139

固定資産除売却損益（△は益） 19,605 －

固定資産売却損益（△は益） － 8

固定資産除却損 － 2,933

売上債権の増減額（△は増加） 585,957 67,430

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,436 △119,963

仕入債務の増減額（△は減少） △593,873 177,045

その他の資産の増減額（△は増加） 44,009 3,965

その他の負債の増減額（△は減少） 40,936 42,091

小計 796,784 771,351

利息及び配当金の受取額 33,995 19,068

利息の支払額 △1,033 △95

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △526,217 258,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,529 1,048,398

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 △278,597 △391,784

定期預金の払戻による収入 254,011 277,697

有価証券の取得による支出 △12,953 △12,972

有価証券の償還による収入 13,000 13,000

有形固定資産の取得による支出 △444,030 △169,391

有形固定資産の売却による収入 5,613 28

賃貸用不動産の取得による支出 － △850

投資有価証券の取得による支出 △3,356 △3,330

貸付金の回収による収入 1,428 1,080

その他 19,347 △16,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,537 △302,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △600,000 －

長期借入金の返済による支出 △38,400 △25,600

自己株式の取得による支出 △5,722 △615

配当金の支払額 △149,079 △176

少数株主への配当金の支払額 △529 △2,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △793,730 △28,581

現金及び現金同等物に係る換算差額 △732 289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △936,471 717,472

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,484 2,609,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,296,013 3,326,851



該当事項はありません。 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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。 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、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。 

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〕

  
鍛 工 品 

（千円） 

一般機械 

（千円） 

金  型 

（千円） 

そ の 他

（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  6,652,618 3,047,981 1,219,671 60,032  10,980,304  － 10,980,304

(２)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － 46,607 － 144,309  190,917  (190,917) －

計  6,652,618 3,094,589 1,219,671 204,342  11,171,222  (190,917) 10,980,304

営業利益(又は営業損失△)  253,268 128,049 △23,284 19,777  377,811  (72,040) 305,770

  
鍛 工 品 

（千円） 

一般機械 

（千円） 

金  型 

（千円） 

そ の 他

（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  4,497,400 2,265,293 571,382 49,704  7,383,780           － 7,383,780

(２)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － 24,770 18 86,345  111,134  (111,134) －

計  4,497,400 2,290,063 571,400 136,049  7,494,914  (111,134) 7,383,780

営業利益(又は営業損失△)  47,715 96,230 △239,306 11,651  △83,709  (18,046) △101,755

〔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

６．その他の情報
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