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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7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6月期第2四半期 1,915 △20.2 171 △29.4 157 △28.6 74 △24.8
21年6月期第2四半期 2,401 ― 242 ― 220 ― 99 ―

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6月期第2四半期 56.54 ―
21年6月期第2四半期 75.21 ―

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6月期第2四半期 6,141 4,468 72.8 3,374.67
21年6月期 5,966 4,403 73.8 3,325.45

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  4,468百万円 21年6月期  4,403百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 25.00 25.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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  
業績予想につきましては、平成22年１月28日付で修正を開示しております。 

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 3,910 △1.0 330 54.9 312 60.8 130 306.3 98.18



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 
本資料に記載されている業績見直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。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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。 

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6月期第2四半期 1,355,000株 21年6月期  1,355,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  30,939株 21年6月期  30,939株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 1,324,061株 21年6月期第2四半期 1,324,061株



当第２四半期連結累計期間の経済情勢は、欧米先進国においては、 悪期を脱したものの実態経済の回復は

遅延気味である一方、新興国の回復傾向が顕著に窺える状況となりました。この間の日本経済は、政府が講じた

景気対策の効果で国内需要の落ち込みが緩和され、輸出の持ち直しと相俟って実質ＧＤＰ成長率はプラスに転じ

ましたが、経済活動の水準は未だ低く、デフレ傾向も顕在化いたしました。 

このような情勢のなか、当社グループは、前期に続いて、需給動向の変化に対応する生産拠点の 適化及び

生産工程の効率化を進めました。また、設備投資の抑制や諸経費の節減にも取り組み、事業構造の再構築（スリ

ム化と低コスト化）を推し進めました。 

一方、この間の当社グループを取り巻く事業環境は、政府のエコカー減税をはじめとする景気対策効果や外

需の緩やかな回復による輸出持ち直し等により改善がみられました。これを捉えて、当社グループは、お取引先

に対する受注活動に鋭意努めたことにより、売上高が期初見込みより良化するとともに、上述の固定費等の経費

削減効果が具現してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 百万円（前年同期比 ％

減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純

利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は次のとおりです。 

＜ドライルーブ事業＞ 

自動車機器業界向けは、エコカー減税・補助金などの政策効果により、ハイブリッド車や小型車など環境対

応車向け部品生産の増加傾向が続いておりますが、生産量はピーク時の80％弱程度であります。電子部品関連業

界向けはデジタル機器の堅調を受け、また、光学機器業界向けはデジタル一眼カメラの堅調を受けて底堅く推移

いたしました。 

この結果、ドライルーブ事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

＜その他事業＞ 

ＡＴＩ電線（編組電線）の太陽光発電用の販売は、第１四半期後半以降停滞し受注再開の目処が立たない状

況にあります。ルブダイヤシリーズの販売も、個人消費の低迷を受けて需要が伸びず、低調に推移いたしまし

た。 

この結果、その他事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、未収還付法人税等 百万円の減少等がありました

が、現金及び預金 百万円の増加、受取手形及び売掛金 百万円の増加等により、流動資産が 百万円増加

したことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 百万円の増加、短期借入金

百万円の増加、未払法人税等が 百万円増加したことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、第２四半期純利益 百万円及び配当金の支払

百万円により、株主資本合計が 百万円増加したほか、為替換算調整勘定が 百万円増加したことによるもの

です。 

これらの結果、当第２四半期会計期間末の自己資本比率は ％となりました。  

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
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171 29.4 157 28.6

74 24.8

1,897 19.6

18 56.7

２．連結財政状態に関する定性的情報
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363 25 266
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93
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41 24
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（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 百万円増加し、

百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、 百万円（前年同期比 ％増）と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、売上債権の増加額

百万円、たな卸資産の増加額 百万円、その他流動資産の減少額 百万円、仕入債務の増加額 百万円、過年

度法人税等の還付額 百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、９百万円（前年同期における投資活動

により使用した資金は 百万円）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 百万円、無

形固定資産の取得による支出 百万円、定期預金の純減額 百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、 百万円（前年同期における財務活動

により獲得した資金は 百万円）となりました。これは主に、短期借入れによる収入 百万円、長期借入金

の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円等によるものです。  

平成22年１月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、平成21年８月７

日に開示いたしました平成22年６月期通期の連結業績予想を上方修正いたしました。 

各国の景気刺激策の効果、並びに外需回復による輸出の持ち直しなどにより、我が国の産業界は、製造業を中

心に復調の兆があり、当社グループを取り巻く事業環境が改善し、期初予想より受注額が漸増することを想定し

ております。また、前期に引続き実施した生産拠点の 適化と生産工程の効率化施策、並びに固定費等の経費削

減策は、当社グループの事業構造の再構築による低コスト経営の成果に繋がっております。 

この結果、売上高は期初予想より 百万円増加し、 百万円（前期比 ％減）となる見通しです。売上

高が増加すること並びに経費削減効果により、営業利益は期初予想より 百万円増加し、 百万円（前期比

％増）となる見込みであります。経常利益は期初予想より 百万円増加し、 百万円（前期比 ％

増）、当期純利益は期初予想より 百万円増加し、 百万円（前期比 ％増）となる見通しです。  

このように、事業環境の改善に伴う受注売上高の良化、及び低コスト経営による利益の嵩上げを勘案し、当社

グループの業績は期初の予想よりも改善が見込まれることから、連結の通期業績予想の修正をいたしました。 

該当事項はありません。  

① たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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。 

該当事項はありません。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

350 3,910 1.0
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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）

（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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,796,347 1,432,911

受取手形及び売掛金 662,020 636,287

商品及び製品 83,679 69,385

仕掛品 25,826 27,139

原材料及び貯蔵品 43,404 40,157

未収還付法人税等 － 111,168

繰延税金資産 14,628 1,840

その他 7,799 47,851

貸倒引当金 △149 △146

流動資産合計 2,633,554 2,366,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,651,294 1,653,395

減価償却累計額 △776,614 △747,283

建物及び構築物（純額） 874,680 906,111

機械装置及び運搬具 1,254,086 1,254,412

減価償却累計額 △774,802 △704,657

機械装置及び運搬具（純額） 479,283 549,754

工具、器具及び備品 87,528 86,659

減価償却累計額 △70,320 △65,699

工具、器具及び備品（純額） 17,208 20,959

土地 1,225,144 1,225,144

建設仮勘定 23,685 23,540

有形固定資産合計 2,620,002 2,725,511

無形固定資産 26,676 22,303

投資その他の資産   

投資有価証券 40,464 41,414

関係会社出資金 626,874 606,577

繰延税金資産 79,580 78,818

その他 114,389 125,463

投資その他の資産合計 861,309 852,273

固定資産合計 3,507,988 3,600,088

資産合計 6,141,543 5,966,683



（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 258,340 243,470

短期借入金 39,630 －

1年内返済予定の長期借入金 64,000 64,000

未払法人税等 93,462 －

賞与引当金 13,764 16,674

その他 81,442 85,192

流動負債合計 550,640 409,337

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 472,000 504,000

退職給付引当金 105,368 108,873

長期未払金 145,269 141,370

固定負債合計 1,122,637 1,154,243

負債合計 1,673,277 1,563,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 3,645,511 3,603,753

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,470,900 4,429,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,615 △1,977

為替換算調整勘定 △19 △24,061

評価・換算差額等合計 △2,634 △26,039

純資産合計 4,468,265 4,403,103

負債純資産合計 6,141,543 5,966,683



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,401,967 1,915,830

売上原価 1,729,470 1,397,843

売上総利益 672,496 517,987

販売費及び一般管理費 430,134 346,952

営業利益 242,362 171,034

営業外収益   

受取利息 970 800

受取配当金 115 2

受取保険料 14,454 15,428

その他 2,687 6,817

営業外収益合計 18,228 23,049

営業外費用   

支払利息 4,625 6,430

社債利息 3,700 3,720

為替差損 22,054 14,744

持分法による投資損失 8,865 11,016

その他 1,265 1,113

営業外費用合計 40,511 37,025

経常利益 220,079 157,058

特別利益   

固定資産売却益 － 156

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 18 156

特別損失   

固定資産除却損 1,679 577

固定資産売却損 99 －

退職特別加算金 － 13,280

特別損失合計 1,779 13,858

税金等調整前四半期純利益 218,318 143,356

法人税、住民税及び事業税 122,433 81,616

法人税等調整額 △3,702 △13,118

法人税等合計 118,731 68,497

四半期純利益 99,587 74,858



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 218,318 143,356

減価償却費 131,592 118,236

持分法による投資損益（△は益） 8,865 11,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △271 △2,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,708 △3,504

受取利息及び受取配当金 △1,085 △802

支払利息及び社債利息 8,325 10,150

為替差損益（△は益） 21,429 14,704

固定資産除売却損益（△は益） 1,779 420

売上債権の増減額（△は増加） 105,541 △25,708

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,188 △16,632

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,448 40,068

仕入債務の増減額（△は減少） △111,383 14,807

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,730 7,863

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,940 1,586

その他 6,099 6,311

小計 485,749 318,966

利息及び配当金の受取額 1,221 1,811

利息の支払額 △6,533 △8,281

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △139,942 119,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,495 431,960

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 △193,000 △113,096

定期預金の払戻による収入 193,000 143,096

有形固定資産の取得による支出 △274,103 △22,470

有形固定資産の売却による収入 － 238

無形固定資産の取得による支出 － △23,150

その他 △2,826 5,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,929 △9,392

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 － 41,970

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 － △32,000

配当金の支払額 △33,101 △33,101

その他 △904 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,993 △24,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,472 △5,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321,086 393,435

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,598 1,226,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397,684 1,620,251



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７月１日 至平成20年12月31日） 

ドライルーブ事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類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７月１日 至平成21年12月31日） 

 ドライルーブ事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の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７月１日 至平成20年12月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、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７月１日 至平成21年12月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、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２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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〕

〔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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