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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,209 △25.2 110 ― 142 ― 25 △45.8

21年3月期第3四半期 9,646 ― △83 ― △17 ― 47 ―

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 0.89 ―

21年3月期第3四半期 1.65 ―

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 15,918 11,266 70.7 390.00
21年3月期 16,379 11,354 69.3 393.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,266百万円 21年3月期  11,354百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

5.50 5.50

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 9,800 △24.0 10 △73.6 40 △63.9 5 △90.5 0.17
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,307,396株 21年3月期  31,307,396株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,418,370株 21年3月期  2,415,709株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 28,890,745株 21年3月期第3四半期 28,895,651株

※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異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策効果やアジア向け輸出の増加などにより

一部に持ち直しの動きがみられたものの、依然として、個人消費は弱く、設備投資も減少基調にあり、雇

用・所得環境も低迷するなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社は、さらなるコスト削減活動の徹底、生産性の向上、営業活動の推進、プレ

ス・ばね成形機の新製品の投入等を図ってまいりました結果、当第３四半期累計期間の売上高は72億９百

万円と前年同期比25.2％の減少となりましたが、利益面につきましては、営業利益が１億１千万円、経常

利益が１億４千２百万円とそれぞれ黒字となりました。四半期純利益につきましては、２千５百万円と前

年同期比45.8％の減少となりました。これは、前年度に特別利益で固定資産売却益を計上したことによる

ものです。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前期末より４億６百１百万円の減少となりました。これは主に、売上債権

が10億３千６百万円減少したことによるものです。負債につきましては、３億７千３百万円の減少となり

ました。これは主に、仕入債務が５億３百万円減少したことによるものです。純資産につきましては、８

千７百万円の減少となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月30日付の平成22年３月期第２四半期決算短信

(非連結)で発表いたしました予想値に変更はありません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前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定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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、

簿価切下げを行う方法によっております。 

② 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前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、前会計年度決算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。 

④ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む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、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

 

(2) 四半期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 

  該当事項はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,015,925 2,694,858

受取手形及び売掛金 2,295,637 3,331,955

製品 265,691 324,779

仕掛品 1,637,514 1,611,618

原材料及び貯蔵品 683,895 923,111

その他 136,326 130,154

貸倒引当金 △14,700 △4,000

流動資産合計 9,020,290 9,012,477

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,854,655 1,954,667

機械及び装置（純額） 2,285,333 2,667,732

その他（純額） 880,842 917,106

有形固定資産合計 5,020,831 5,539,506

無形固定資産 82,195 72,050

投資その他の資産   

投資有価証券 1,108,741 1,039,846

その他 698,129 780,210

貸倒引当金 △11,373 △64,238

投資その他の資産合計 1,795,497 1,755,818

固定資産合計 6,898,523 7,367,376

資産合計 15,918,814 16,379,854
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,405,450 1,908,664

短期借入金 1,440,000 1,440,000

未払法人税等 89,295 16,913

賞与引当金 41,304 121,781

その他 491,021 400,048

流動負債合計 3,467,071 3,887,407

固定負債   

退職給付引当金 1,008,841 981,477

役員退職慰労引当金 174,022 153,709

その他 2,145 2,748

固定負債合計 1,185,008 1,137,934

負債合計 4,652,080 5,025,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,469,401 3,469,404

利益剰余金 3,752,799 3,900,227

自己株式 △331,772 △331,356

株主資本合計 11,065,844 11,213,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 200,889 140,819

評価・換算差額等合計 200,889 140,819

純資産合計 11,266,734 11,354,511

負債純資産合計 15,918,814 16,379,854
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 9,646,686 7,209,108

売上原価 8,569,214 6,202,468

売上総利益 1,077,471 1,006,639

販売費及び一般管理費 1,160,664 895,650

営業利益又は営業損失（△） △83,192 110,988

営業外収益   

受取利息 2,572 647

受取配当金 34,613 17,292

固定資産賃貸料 84,779 70,487

その他 15,175 11,265

営業外収益合計 137,141 99,693

営業外費用   

支払利息 13,063 13,590

固定資産賃貸費用 53,726 49,397

その他 4,859 5,334

営業外費用合計 71,648 68,321

経常利益又は経常損失（△） △17,699 142,360

特別利益   

固定資産売却益 128,123 388

投資有価証券売却益 － 37

ゴルフ会員権売却益 1,333 －

貸倒引当金戻入額 1,300 －

特別利益合計 130,756 425

特別損失   

固定資産売却損 890 169

固定資産除却損 1,783 4,635

投資有価証券評価損 1,593 28,431

特別損失合計 4,267 33,236

税引前四半期純利益 108,789 109,549

法人税、住民税及び事業税 60,880 83,190

過年度法人税等 － 437

法人税等合計 60,880 83,627

四半期純利益 47,909 25,921

- 7 -

旭精機工業㈱（6111）平成22年３月期 第３四半期決算短信(非連結)

- 7 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 108,789 109,549

減価償却費 861,108 714,161

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,924 △42,164

賞与引当金の増減額（△は減少） △243,552 △80,477

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56,877 27,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △111,868 20,313

受取利息及び受取配当金 △37,186 △17,940

支払利息 13,063 13,590

有形固定資産売却損益（△は益） △127,232 △218

有形固定資産除却損 1,759 4,503

売上債権の増減額（△は増加） 1,077,518 1,036,318

たな卸資産の増減額（△は増加） △703,531 272,407

仕入債務の増減額（△は減少） △214,583 △503,213

その他 △92,683 189,251

小計 532,647 1,743,443

利息及び配当金の受取額 37,186 17,940

利息の支払額 △13,267 △1,722

法人税等の支払額 △255,011 △3,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,555 1,755,855

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 △407,381 △231,680

有形固定資産の売却による収入 151,212 2,425

無形固定資産の取得による支出 △8,971 △29,553

投資有価証券の取得による支出 △3,747 △3,655

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,953 －

貸付金の回収による収入 1,370 －

その他 2,990 949

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,572 △261,514

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 150,000 －

短期借入金の返済による支出 △150,000 －

自己株式の取得による支出 △1,484 △510

自己株式の売却による収入 614 91

配当金の支払額 △172,972 △172,308

その他 － △574

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,842 △173,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △379 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,239 1,321,067

現金及び現金同等物の期首残高 2,529,446 2,694,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,395,207 4,015,925
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）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。 
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