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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 6,023 41.0 270 － 274 － 135 －

22年３月期第１四半期 4,272 △44.0 △251 － △253 － △284 －

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

23年３月期第１四半期 8.62 －

22年３月期第１四半期 △18.05 －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 21,094 7,147 33.9 453.36

22年３月期 21,002 7,132 34.0 452.37

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 7,147百万円 22年３月期 7,132百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 0.00 － 6.00 6.00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 0.00 － 6.00 6.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 11,500 21.7 200 ─ 180 ─ 100 ─ 6. 34

通期 21,500 △0.7 450 △43.0 410 △46.8 250 △51.6 15. 86



 

 
 （注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成  

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。 

  

・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大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 15,786,910株 22年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 20,274株 22年３月期 20,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,766,636株 22年３月期１Ｑ 15,767,462株

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、中国・アジア等新興国を中心とした外需に支えら

れ、緩やかな回復基調にあるものの、欧州での金融・財政問題や米国の景気減速が懸念され、依然として

厳しい状況が続いています。 

 このような状況の中、当社グループでは、自動車部品部門においては、国内自動車市場ではエコカーに

対する優遇税制、購入補助金の効果により軽自動車・小型車とも引き続き堅調に推移し、また海外市場に

おいても、アジアを中心とする新興国における小型車市場が好調で、当社売上高も順調に推移しました。

建設機械部品部門においては、国内市場は回復の兆しが出てきたものの依然厳しい状況でしたが、中国・

東南アジア等の新興国の旺盛な需要に伴い建設機械メーカーの国内生産も増加し、当社売上高も前期に比

べ大幅に増加しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は60億２千３百万円（前年同四半期比41.0%増）となり

ました。部門別では、自動車部品は39億５千７百万円（前年同四半期比17.7%増）、建設機械部品は17億

７千万円（前年同四半期比197.3%増）、農業機械部品は１億７千２百万円（前年同四半期比56.2%増）、

その他部品は１億２千３百万円（前年同四半期比40.1%減）となりました。 

 損益面におきましては、売上高の増加及び当社グループを挙げての原価低減活動の効果により、営業利

益は２億７千万円（前年同四半期は２億５千１百万円の損失）、経常利益は２億７千４百万円（前年同四

半期は２億５千３百万円の損失）、四半期純利益は１億３千５百万円（前年同四半期は２億８千４百万円

の損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ９千１百

万円増加し、210億９千４百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は現金及び預金が３億３千４百万円増加、棚卸資産が９千５百万円増加、未収

入金が１億３千４百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億２千７百万円増加し、111

億６千９百万円となり、また固定資産は有形固定資産が２億８千５百万円減少したこと等により前連結会

計年度末に比べ３億３千５百万円減少し、99億２千４百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、支払手形及び買掛金が７千１百万円増加したこと等により、前連結会計年

度末に比べ１億５千６百万円増加し、113億２千４百万円となり、固定負債は、長期借入金が１億３千２

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ８千万円減少し、26億２千２百万円となりまし

た。 

 純資産は、四半期純利益１億３千５百万円計上による増加、剰余金の配当による９千４百万円の減少等

により、前連結会計年度末に比べ１千５百万円増加し、71億４千７百万円となりました。 

  
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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当第１四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） 

営業活動による資金の増加は６億１千３百万円（前年同四半期は２億６千５百万円の増加）となりまし

た。この主な要因は税金等調整前四半期純利益２億４千６百万円、減価償却費３億６百万円、未収入金の

減少１億６千３百万円、法人税等の支払い１億７千７百万円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） 

投資活動による資金の減少は４千５百万円（前年同四半期は１億６千４百万円の減少）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４千４百万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） 

財務活動による資金の減少は２億３千３百万円（前年同四半期は１億２千９百万円の減少）となりまし

た。この主な要因は、長期借入金の返済による支出１億３千５百万円、配当金の支払９千５百万円による

ものであります。 

  

  

今後の国内経済は回復基調というものの、当社グループの主要取引産業である自動車及び建設機械にお

いては、依然不透明要因があるため、平成22年５月13日に公表しました連結業績予想につきましては、据

え置いております。 

  
  

  

 該当事項はありません。 

  

  

① 棚卸資産の評価方法 

  当第１四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、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います。 

② 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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を

期間按分法によっています。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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 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ましては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が

なく、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場合には、前連結会計年度決算

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、前連結会

計年度末以降に経営環境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め

られた場合には、前連結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・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっています。 

 ④ 税金費用の計算 

  当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する方法を採用しています。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法によっています。 

 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います。 

  

 ①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しています。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ162千円減少、税金等調整前四半期純利益は、

27,869千円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は31,730千

円であります。 

   

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,436,216 1,101,244

受取手形及び売掛金 4,029,992 3,932,221

製品 323,689 283,784

仕掛品 943,497 818,375

原材料及び貯蔵品 1,037,730 1,107,418

未収入金 3,209,062 3,343,607

その他 189,714 155,766

流動資産合計 11,169,904 10,742,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,665,355 2,702,123

機械装置及び運搬具（純額） 4,438,258 4,653,185

その他（純額） 2,311,375 2,344,954

有形固定資産合計 9,414,989 9,700,263

無形固定資産 90,907 96,205

投資その他の資産   

投資有価証券 254,472 297,030

その他 167,616 170,397

貸倒引当金 △3,380 △3,380

投資その他の資産合計 418,709 464,048

固定資産合計 9,924,605 10,260,517

資産合計 21,094,510 21,002,936

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,971,003 5,899,504

短期借入金 4,182,492 4,185,566

未払法人税等 113,911 155,485

賞与引当金 98,587 238,792

役員賞与引当金 4,200 17,000

その他 953,921 670,786

流動負債合計 11,324,116 11,167,134

固定負債   

長期借入金 2,340,684 2,472,948

退職給付引当金 113,287 59,094

役員退職慰労引当金 66,375 80,700

資産除去債務 31,730 －

その他 70,340 90,662

固定負債合計 2,622,417 2,703,404
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債合計 13,946,534 13,870,539

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 3,309,322 3,267,941

自己株式 △6,270 △6,270

株主資本合計 7,087,601 7,046,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,374 86,176

評価・換算差額等合計 60,374 86,176

純資産合計 7,147,976 7,132,397

負債純資産合計 21,094,510 21,002,936
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,272,722 6,023,294

売上原価 4,229,615 5,403,188

売上総利益 43,106 620,105

販売費及び一般管理費 294,390 349,625

営業利益又は営業損失（△） △251,284 270,479

営業外収益   

受取利息 9 3

受取配当金 2,240 2,138

受取ロイヤリティー 4,516 8,096

助成金収入 18,018 4,773

その他 11,952 7,727

営業外収益合計 36,738 22,739

営業外費用   

支払利息 28,989 17,519

その他 9,972 1,164

営業外費用合計 38,961 18,684

経常利益又は経常損失（△） △253,507 274,534

特別損失   

固定資産処分損 89 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,706

特別損失合計 89 27,706

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（△）

△253,596 246,828

法人税、住民税及び事業税 19,958 110,847

過年度法人税等 11,048 －

法人税等合計 31,007 110,847

四半期純利益又は四半期純損失（△） △284,604 135,980
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△253,596 246,828

減価償却費 305,469 306,812

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,132 △140,204

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △12,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,179 41,966

受取利息及び受取配当金 △2,250 △2,142

支払利息 28,989 17,519

有形固定資産除却損 540 113

売上債権の増減額（△は増加） 324,255 △97,771

未収入金の増減額（△は増加） 143,550 163,625

たな卸資産の増減額（△は増加） 395,000 △95,339

仕入債務の増減額（△は減少） △532,136 71,498

その他 182,372 304,991

小計 469,243 805,099

利息及び配当金の受取額 2,251 2,143

利息の支払額 △25,734 △15,600

法人税等の支払額 △180,345 △177,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 265,413 613,652

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △942 △806

有形固定資産の取得による支出 △161,205 △44,822

その他 △2,747 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,895 △45,628

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △126,938 △135,338

リース債務の返済による支出 △1,749 △2,549

自己株式の取得による支出 △52 －

配当金の支払額 △616 △95,165

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,357 △233,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,839 334,971

現金及び現金同等物の期首残高 773,792 1,101,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 744,953 1,436,216
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  
 該当事項はありません。 

  

  

 ① 事業の種類別セグメント情報 

  
  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  
  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の事業を行っている（連結子会社は鍛工品の製品及び

当社の一部部品加工組立を業としている。）ため、事業の種別セグメント情報の記載を行っていませ
ん。 

  

 ② 所在地別セグメント情報 

  
  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

  在外連結子会社及び在外支店がないため記載を行っていません。 

  

 ③ 海外売上高 

  
  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  
  海外売上高はありません。 

  

 ④ セグメント情報 

  
（追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成
21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第20号 平成20年３月21日）を適用しています。 

  

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当

社の一部部品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しています。 

  

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  
 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

(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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