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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 11,332 △33.6 △450 ― △479 ― △580 ―
21年3月期第3四半期 17,061 ― 210 ― 386 ― 196 ―

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 △36.63 ―
21年3月期第3四半期 12.38 ―

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 18,157 5,854 32.2 369.57
21年3月期 17,148 6,412 37.4 404.75

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,854百万円 21年3月期  6,412百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 15,100 △23.4 △400 ― △500 ― △630 ― △39.77
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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  有  
（注）詳細は、定性的情報・財務諸表等の４.その他「（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」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） 

（注）詳細は、定性的情報・財務諸表等の４.その他「（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」をご覧ください。

(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)通期の業績予想につきましては、平成21年11月9日公表の第2四半期決算短信の業績予想数値から変更はありません。 
(2)業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予
想の前提となる仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、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」をご参
考下さい。 
 
 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 15,885,928株 21年3月期  15,885,928株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  44,461株 21年3月期  42,642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 15,841,842株 21年3月期第3四半期 15,844,248株
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 当社グループの当第３四半期連結累計期間の自動車業界におきましては、各種の減税効果による小型車を中心とし

た乗用車需要の回復と、トラック関連についてもアジア地域向け輸出が復調の気配を見せておりますが、かつてない

大幅な需要減少の影響は深刻であり、厳しい需要環境を余儀なくされるものと見込んでおります。この結果、当第３

四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は113億32百万円（前年同四半期累計期間比57億28百万円減、

33.6％減）、営業損失は４億50百万円（前年同四半期累計期間は営業利益が２億10百万円）、経常損失は４億79百万

円（前年同四半期累計期間は経常利益が３億86百万円）、四半期純損失は５億80百万円（前年同四半期累計期間は四

半期純利益が１億96百万円）となりました。なお、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は45億

83百万円（前年同四半期会計期間比１億91百万円増、4.4％増）、営業利益は１億23百万円（前年同四半期会計期間

は営業損失が３億８百万円）、経常利益は１億15百万円（前年同四半期会計期間は経常損失が３億64百万円）、四半

期純利益は１億６百万円（前年同四半期会計期間は四半期純損失が３億21百万円）となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産額は181億57百万円となり、前連結会計年度末と比較し、10億９百万円増加しました。主

な増減要因は、当四半期純損失は５億80百万円、たな卸資産の在庫低減による４億83百万円の減少及び設備投資の抑

制による有形固定資産の５億94百万円の減少等による減少要因はあるものの、借入金の増加による現金及び預金の８

億64百万円の増加、売上の増加に伴う受取手形及び売掛金の12億89百万円が増加したこと等によるものであります。

負債総額は123億２百万円となり、前連結会計年度末と比較し15億67百万円増加しました。主な増減要因は、設備投

資を抑制したことによる設備関係支払手形は５億86百万円減少したものの、売上の増加に伴い、支払手形及び買掛金

の15億22百万円増加や借入金が６億６百万円増加したこと等によるものであります。 

  

 流動資産合計額は、72億59百万円となり、前期比14億26百万円の増加（24.5％増）となりました。これは、主に在

庫低減によるたな卸資産の減少等により減少したものの、現金及び預金の増加、売上の増加に伴い受取手形及び売掛

金が増加したこと等によります。 

   固定資産合計額は、108億98百万円となり、前期比４億17百万円の減少（3.7％減）となりました。これは、投資有

価証券は増加したものの、新規設備投資を抑制したこと等によります。 

   流動負債合計額は、76億11百万円となり、前期比６億24百万円の減少（7.6％減）となりました。これは、主に仕

入債務の増加による支払手形及び買掛金は増加したものの、長短借換を実行したことによる短期借入金の減少及び設

備関係支払手形が減少したこと等によります。 

   固定負債合計額は、46億91百万円となり、前期比21億91百万円の増加（87.7％増）となりました。これは、主に長

短借換を実行したことにより長期借入金が増加したことによります。  

   純資産の合計額は、58億54百万円となり、前期比５億57百万円の減少（8.7％減）となりました。これは、主に当

期純損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことによります。 

    キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は16億40百万円となり、

前四半期連結累計期間に比べ、２億97百万円の減少となりました。主な増減内訳は、設備投資の抑制により有

形固定資産の取得による支出を減少させたこと等により投資活動によるキャッシュ・フローは10億52百万円の

支出となり、前年同四半期累計期間に比べ、13億20百万円増加したものの、長短借入金の返済額の増加によ

り、財務活動によるキャッシュ・フローは６億６百万円の収入となり、前年同四半期累計期間に比べ、11億36

百万円減少及び現金及び現金同等物の期首残高の差額５億13百万円減少等の要因によります。 

 （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の増加、売掛債権の増加等による減少要因があるものの、仕入債務の増加、た

な卸資産の減少、法人税等の支払額の減少及び法人税等の還付額の増加等による増加要因により、当第３四

半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは13億10百万円の収入となり、前年同四半期連結累

計期間に比べ、32百万円の増加となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産取得による支出等により、当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フロー

は10億52百万円の支出となりましたが、設備投資を抑制したことにより、前年同四半期連結累計期間に比

べ、13億20百万円支出が減少しております。 

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
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金返済による支出が増加したものの、長短借換を実行し、かつ、長期借入による収入を増加させ

たことにより、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは６億６百万円の収入とな

りましたが、当第３四半期連結累計期間の借入による収入を前年同四半期連結累計期間の収入より抑制した

ことにより、前年同四半期連結累計期間に比べ、11億36百万円の減少となりました。 

  

 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異な

る可能性があります。なお、平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年11月９日公表の第２四半期

決算短信の予想数値から変更はありません。 

  

 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３四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基

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。 

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無いと認められるので、前連結会計年度末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。  

  

表示方法の変更  

 前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「休止固定資産減

価償却費」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「休止固定資産減価償却費」

は21,711千円であります。 

 また、前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「休止固定

資産減価償却費」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記する

こととしました。なお、前第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「休止固定資産減価償

却費」は21,048千円であります。 

追加情報 

当社の連結子会社であるトーカイ㈱は、平成21年５月14日開催の取締役会において、経営改革の一環として、

役員退職慰労金制度の見直しを行い、会社業績や成果との関連性の強い報酬体系とするため、平成21年６月19日

開催の第41期定時株主総会終結のときをもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。 

 同制度の廃止に伴い、従来の役員退職慰労金規定に基づく役員退職慰労金制度廃止日（同株主総会終結時）ま

での在任期間に対応する役員退職慰労金を支給することを同総会において決議いたしました。 

 なお、退職慰労金は、取締役及び監査役の退任時に支給することといたします。 

 これにより、役員退職慰労引当金51,516千円を固定負債のその他に振替えております。  

  

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 1,660,459 795,771

受取手形及び売掛金 3,079,888 1,790,357

商品及び製品 155,455 236,444

仕掛品 929,548 1,164,525

金型 636,464 683,032

原材料及び貯蔵品 554,490 675,018

その他 243,063 487,178

貸倒引当金 △329 △209

流動資産合計 7,259,041 5,832,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,619,472 3,552,084

減価償却累計額 △1,750,987 △1,657,223

建物及び構築物（純額） 1,868,484 1,894,860

機械装置及び運搬具 17,065,253 15,942,554

減価償却累計額 △11,423,044 △10,783,951

機械装置及び運搬具（純額） 5,642,208 5,158,603

土地 1,496,248 1,496,248

その他 1,811,524 2,809,608

減価償却累計額 △1,429,837 △1,375,735

その他（純額） 381,686 1,433,872

有形固定資産合計 9,388,628 9,983,585

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,259 2,274

ソフトウエア 31,636 22,320

無形固定資産合計 50,571 41,271

投資その他の資産   

投資有価証券 1,398,957 1,251,870

その他 60,281 39,374

投資その他の資産合計 1,459,238 1,291,244

固定資産合計 10,898,438 11,316,101

資産合計 18,157,480 17,148,219
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（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 4,227,682 2,705,574

短期借入金 2,114,660 3,750,314

未払法人税等 10,070 1,061

未払消費税等 97,096 －

賞与引当金 92,658 254,740

設備関係支払手形 238,200 824,761

その他 830,853 699,028

流動負債合計 7,611,222 8,235,479

固定負債   

長期借入金 3,169,240 927,210

繰延税金負債 88,260 61,464

退職給付引当金 884,279 829,181

役員退職慰労引当金 － 52,716

その他 549,956 629,652

固定負債合計 4,691,736 2,500,223

負債合計 12,302,958 10,735,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,694,767 1,694,767

資本剰余金 1,327,996 1,327,996

利益剰余金 2,834,702 3,415,016

自己株式 △13,881 △13,805

株主資本合計 5,843,586 6,423,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,422 36,612

為替換算調整勘定 △49,486 △48,072

評価・換算差額等合計 10,935 △11,459

純資産合計 5,854,521 6,412,516

負債純資産合計 18,157,480 17,148,219
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（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 17,061,831 11,332,978

売上原価 16,157,436 11,306,343

売上総利益 904,394 26,635

販売費及び一般管理費   

発送運賃 240,959 147,903

貸倒引当金繰入額 － 120

給料及び手当 251,095 185,363

賞与引当金繰入額 31,265 12,083

退職給付引当金繰入額 5,077 1,920

役員退職慰労引当金繰入額 7,452 －

その他 157,957 129,777

販売費及び一般管理費合計 693,808 477,168

営業利益又は営業損失（△） 210,586 △450,533

営業外収益   

受取利息 2,665 672

受取配当金 9,391 4,952

受取保険金 － 11,755

持分法による投資利益 234,670 95,377

その他 45,618 24,898

営業外収益合計 292,344 137,656

営業外費用   

支払利息 34,929 60,889

支払手数料 23,550 45,010

休止固定資産減価償却費 － 47,538

その他 58,049 13,591

営業外費用合計 116,528 167,030

経常利益又は経常損失（△） 386,403 △479,907

特別利益   

固定資産処分益 5,100 －

過年度損益修正益 84,668 25,917

特別利益合計 89,768 25,917

特別損失   

固定資産処分損 99,218 110,001

投資有価証券評価損 174 －

特別損失合計 99,392 110,001

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

376,779 △563,991

法人税、住民税及び事業税 94,717 3,024

法人税等調整額 85,857 13,191

法人税等合計 180,575 16,215

四半期純利益又は四半期純損失（△） 196,204 △580,207
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,392,626 4,583,910

売上原価 4,507,341 4,289,373

売上総利益又は売上総損失（△） △114,714 294,536

販売費及び一般管理費   

発送運賃 66,067 58,017

貸倒引当金繰入額 △13 34

給料及び手当 74,630 64,648

賞与引当金繰入額 7,676 6,042

役員賞与引当金繰入額 1,100 －

退職給付引当金繰入額 1,334 998

役員退職慰労引当金繰入額 2,484 －

その他 40,113 41,387

販売費及び一般管理費合計 193,393 171,127

営業利益又は営業損失（△） △308,107 123,408

営業外収益   

受取利息 702 31

受取配当金 1,415 649

受取保険金 － 11,755

持分法による投資利益 － 33,765

その他 7,906 4,560

営業外収益合計 10,025 50,761

営業外費用   

支払利息 12,956 25,446

支払手数料 7,850 12,730

休止固定資産減価償却費 － 15,846

持分法による投資損失 13,298 －

その他 31,944 4,380

営業外費用合計 66,049 58,403

経常利益又は経常損失（△） △364,131 115,766

特別利益   

固定資産処分益 100 －

特別利益合計 100 －

特別損失   

固定資産処分損 17,987 3,078

投資有価証券評価損 174 －

特別損失合計 18,161 3,078

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△382,192 112,688

法人税、住民税及び事業税 △160,413 1,008

法人税等調整額 99,910 5,214

法人税等合計 △60,503 6,222

四半期純利益又は四半期純損失（△） △321,689 106,466
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

376,779 △563,991

減価償却費 872,197 953,876

賞与引当金の増減額（△は減少） △152,042 △162,081

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △125 120

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,075 55,097

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,448 △52,716

受取利息及び受取配当金 △12,056 △5,624

支払利息 34,929 60,889

持分法による投資損益（△は益） △234,670 △95,377

投資有価証券評価損益（△は益） 174 －

その他の営業外損益（△は益） 12,431 △23,062

有形固定資産処分損益（△は益） 94,118 110,001

売上債権の増減額（△は増加） 1,317,638 △1,289,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △669,642 483,061

仕入債務の増減額（△は減少） △664,856 1,522,108

未払消費税等の増減額（△は減少） △108,192 97,096

その他の資産・負債の増減額 259,421 104,431

小計 1,152,930 1,194,298

利息及び配当金の受取額 528,813 22,063

利息の支払額 △39,861 △46,080

法人税等の支払額 △354,194 △14,939

法人税等の還付額 － 137,821

その他の支出 △9,627 －

その他の収入 － 17,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,278,060 1,310,908

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △2,361,413 △1,029,287

有形固定資産の売却による収入 9,076 471

無形固定資産の取得による支出 △11,913 △15,645

投資有価証券の取得による支出 △8,804 △7,431

長期貸付けによる支出 － △1,078

長期貸付金の回収による収入 450 450

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,372,604 △1,052,520
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（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) 

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） 1,870,000 △2,050,000

長期借入れによる収入 400,000 3,200,000

長期借入金の返済による支出 △479,343 △543,624

その他 △47,834 △75

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,742,822 606,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 648,277 864,688

現金及び現金同等物の期首残高 1,289,371 775,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,937,648 1,640,459
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 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） 

 鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメント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、記載を省略しております。

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） 

 鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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、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） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 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） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）  

   海外売上高がないため該当事項はありません。  

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）  

   海外売上高がないため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。 

  

（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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