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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 2,436 △56.9 9 △98.7 54 △92.9 7 △98.2

21年3月期第3四半期 5,646 ― 741 ― 767 ― 431 ―

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 1.92 ―

21年3月期第3四半期 107.91 ―

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 6,572 5,714 87.0 1,428.97
21年3月期 6,675 5,713 85.6 1,428.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,714百万円 21年3月期  5,713百万円

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 ― ― ― 14.00 14.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 3,440 △47.2 10 △98.2 60 △90.2 20 △92.5 5.00



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３ページ「定性的・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 

上記予想につきましては、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、実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、業績予想に関する事項は３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照ください。 

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 4,000,000株 21年3月期  4,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  835株 21年3月期  835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 3,999,165株 21年3月期第3四半期 3,999,165株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安による深刻な景気後退が続く中、円高やデフ

レによる企業業績への懸念、雇用情勢や設備投資の低迷など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

  このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,436百万円と前年同期に比較して3,210百万円(前

年同期比56.9%減）の減収となりました。事業の種類別セグメントでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少に

より1,400百万円(前年同期比56.5%減）、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の減少により、1,035

百万円(前年同期比57.3％減）となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品製造事業の大幅な売上減が主な要因となり、営業利益は９百万円（前年同期比

98.7%減）、経常利益54百万円（前年同期比92.9%減）、四半期純利益は７百万円(前年同期比98.2%減）となりまし

た。 

  

  

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は有価証券（譲渡性預金）が減少したこと等により、前連結会計年度

末に比べ103百万円減少し、6,572百万円となりました。  

  負債につきましては、仕入債務、未払法人税等が減少したため104百万円減少し857百万円となりました。  

  純資産はその他有価証券評価差額金の増加などにより5,714百万円となり、前連結会計年度末に比べ0.7百万円増加

しました。 

  

  

  通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平成22年３月期の業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、平成22年２月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

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関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している固定資産については、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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



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 1,005,891 540,767

受取手形及び売掛金 580,011 499,624

有価証券 1,087,000 1,587,000

製品 23,458 15,279

仕掛品 307,734 279,336

原材料 46,012 31,653

その他 11,139 18,940

貸倒引当金 △1,378 △842

流動資産合計 3,059,870 2,971,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 752,165 804,843

機械装置及び運搬具（純額） 957,868 1,164,480

土地 638,912 643,812

その他（純額） 36,332 51,383

有形固定資産合計 2,385,279 2,664,520

無形固定資産 8,032 13,421

投資その他の資産 1,118,989 1,025,867

固定資産合計 3,512,300 3,703,809

資産合計 6,572,170 6,675,570



（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   

買掛金 206,212 238,165

未払法人税等 7,573 101,342

役員賞与引当金 － 11,000

その他 156,992 183,710

流動負債合計 370,778 534,217

固定負債   

退職給付引当金 253,703 201,583

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

その他 214,817 207,659

固定負債合計 486,701 427,423

負債合計 857,479 961,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,454,584 5,502,885

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,680,130 5,728,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 146,220 85,300

為替換算調整勘定 △111,660 △99,803

評価・換算差額等合計 34,560 △14,502

純資産合計 5,714,690 5,713,929

負債純資産合計 6,572,170 6,675,570



（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 5,646,244 2,436,132

売上原価 4,387,449 2,066,553

売上総利益 1,258,795 369,578

販売費及び一般管理費 517,155 359,738

営業利益 741,639 9,840

営業外収益   

受取利息 3,959 6,326

受取配当金 7,608 3,033

賃貸収入 40,646 38,522

助成金収入 － 15,536

雑収入 3,782 5,485

営業外収益合計 55,997 68,905

営業外費用   

支払利息 3,504 3,673

不動産賃貸原価 13,380 12,915

為替差損 12,549 7,493

雑損失 396 246

営業外費用合計 29,831 24,327

経常利益 767,805 54,417

特別利益   

貸倒引当金戻入額 40 －

特別利益合計 40 －

特別損失   

役員退職慰労金 3,465 －

固定資産売却損 3,484 －

固定資産廃棄損 18,552 1,372

投資有価証券評価損 1,545 －

特別損失合計 27,047 1,372

税金等調整前四半期純利益 740,799 53,045

法人税、住民税及び事業税 313,202 51,700

法人税等調整額 △3,982 △6,341

法人税等合計 309,220 45,358

四半期純利益 431,578 7,686



（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 1,876,423 871,276

売上原価 1,407,442 723,157

売上総利益 468,980 148,118

販売費及び一般管理費 165,842 130,329

営業利益 303,138 17,789

営業外収益   

受取利息 823 2,123

受取配当金 2,516 1,054

賃貸収入 13,560 13,152

為替差益 － 2,778

雑収入 2,452 767

営業外収益合計 19,352 19,876

営業外費用   

支払利息 1,277 1,601

不動産賃貸原価 4,322 4,331

為替差損 13,719 －

雑損失 － 246

営業外費用合計 19,318 6,178

経常利益 303,172 31,487

特別利益   

貸倒引当金戻入額 319 －

特別利益合計 319 －

特別損失   

固定資産売却損 2,537 －

固定資産廃棄損 15,295 1,267

投資有価証券評価損 1,545 －

特別損失合計 19,377 1,267

税金等調整前四半期純利益 284,113 30,219

法人税、住民税及び事業税 90,063 10,700

法人税等調整額 35,429 13,196

法人税等合計 125,492 23,896

四半期純利益 158,621 6,322



（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 740,799 53,045

減価償却費 315,705 290,943

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,671 52,120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,335 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,400 △11,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109 535

受取利息及び受取配当金 △11,567 △9,360

支払利息 3,504 3,673

有形固定資産廃棄損 18,552 1,372

為替差損益（△は益） － 200

売上債権の増減額（△は増加） 69,415 △59,557

たな卸資産の増減額（△は増加） 104,052 △50,928

仕入債務の増減額（△は減少） △63,616 △31,489

未払又は未収消費税等の増減額 8,483 12,074

その他 17,090 △71,259

小計 1,198,246 180,368

利息及び配当金の受取額 11,567 9,360

利息の支払額 △3,504 △3,673

法人税等の支払額 △251,422 △141,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 954,888 45,039

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 △13,000 △413,000

定期預金の払戻による収入 13,000 13,000

貸付金の回収による収入 325 245

有形固定資産の取得による支出 △470,644 △29,458

有形固定資産の売却による収入 910 －

投資有価証券の取得による支出 △7,733 △4,033

その他 69,988 24,663

投資活動によるキャッシュ・フロー △407,155 △408,583

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △89,293 △66,811

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,293 △66,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,217 △4,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,221 △434,876

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,732 2,114,767

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,922,953 1,679,891



 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

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） 

      全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 

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「本邦」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。  

（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〕

  
自動車部品製造事

業 
（千円） 

工作機械製造事業
（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 
 3,218,202  2,428,041  5,646,244  ―  5,646,244

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 ―  50,269  50,269  (50,269)  ―

計  3,218,202  2,478,310  5,696,513  (50,269)  5,646,244

営業利益  182,213  559,425  741,639  ―  741,639

  
自動車部品製造事

業 
（千円） 

工作機械製造事業
（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 
 1,400,176  1,035,955  2,436,132  －  2,436,132

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,290  5,172  6,463  (6,463)  －

計  1,401,467  1,041,128  2,442,595  (6,463)  2,436,132

営業利益又は営業損失

（△） 
 △89,328  99,168  9,840  －  9,840

事業区分 主要製品

自動車部品製造事業  自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品 

工作機械製造事業 
 ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、マシニン

グセンター各種専用機 

〔所在地別セグメント情報〕



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２.各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

     （1）南米・・・・・・ブラジル 

     （2）その他の地域・・米国、ベトナム他  

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２.各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

     （1）南米・・・・・・ブラジル 

     （2）その他の地域・・米国、インド、ベトナム他  

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       649,765       419,088  1,068,853

Ⅱ 連結売上高（千円）        －        －  5,646,244

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         11.5         7.4  18.9

  南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       246,872            220,120  466,992

Ⅱ 連結売上高（千円）        －               －  2,436,132

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         10.1                9.0  19.2

（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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