
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注１）当四半期における配当予想の修正有無：無 

（注２）現時点では、平成23年３月期の配当予想は未定とさせていただきます。 
  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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  21,802  38.2  2,369  －  2,031  －  1,049  －

22年３月期第１四半期  15,770  △29.4  △97  －  △172  －  △111  －

  
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  21  61  －

22年３月期第１四半期  △2  29  －

  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  98,338  39,177  34.9  707  16

22年３月期  100,349  41,546  34.9  720  92

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 34,334百万円 22年３月期 35,004百万円

  
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  －   3 00 － 3 00  6  00

23年３月期  －  

23年３月期（予想）  － － －  －  

  （％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）  44,400  31.7  4,400  547.2  4,200  324.7  2,200  －  45  31

通期  88,500  16.4  7,800  90.1  7,650  53.0  4,000  55.8  82  38



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「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 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（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 

（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等の変更」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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 なお、上記業績予想に関する事項は【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 49,757,821株 22年３月期 49,757,821株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,204,364株 22年３月期 1,203,134株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 48,553,622株 22年３月期１Ｑ 48,558,470株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）における我が国経済は、アジア向け輸出

の増加や国内の景気刺激策の効果により、緩やかな回復基調で推移してきましたが、欧州における金融不安による

株安や為替の影響等の不安定材料もあり依然として予断を許さない経営環境が続いております。このような経済情

勢のなか当社グループは、市場拡大が見込まれる新興国での生産拡充と販売を推進するとともに、前期より取り組

んでおります体質改革２ヵ年計画に基づき事業体制の見直しやコスト削減活動による損益分岐点の引き下げ等をお

こない企業収益の回復・向上に邁進してまいりました。  

 その結果、当第１四半期累計期間の連結売上高は218億2百万円（前年同期比38.2％増）、連結営業利益は23億69

百万円、連結経常利益は20億31百万円、連結四半期純利益は10億49百万円となりました。 

  

セグメント別の事業状況は次のとおりであります。 

【自動車・建設機械業界向け事業】 

  自動車及び建設機械業界向け製品は新興国での需要が堅調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は91億76百万円となりました。  

【一般産業機械業界向け事業】  

 新興国市場での需要回復により底打ち感が見られ、生産にも緩やかな拡大が見られました。 

 その結果、売上高は93億22百万円となりました。  

【航空宇宙業界向け事業】 

  航空機業界の業績低迷により航空機エンジン用シールが減少いたしました。 

 その結果、売上高は８億79百万円となりました。  

【舶用業界向け事業】  

 世界経済の減速を背景に建造隻数が減少いたしました。 

 その結果、売上高は24億23百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は前期末に比べ20億10百万円減少し、983億38百万円となりました。これは

主に、現預金の減少34億25百万円、投資有価証券の減少７億27百万円、機械装置及び運搬具の減少３億26百万円、

のれんの増加15億57百万円、受取手形及び売掛金の増加８億18百万円等によるものです。 

 負債は前期末に比べ3億58百万円増加し、591億60百万円となりました。これは、主に未払金の増加９億６百万

円、賞与引当金の減少２億77百万円、未払法人税等の減少２億88百万円等によるものです。 

 純資産は前期末に比べ23億69百万円減少し、391億77百万円となりました。これは、主に為替換算調整勘定が14

億83百万円及び子会社株式の追加取得等により少数株主持分が17億円、それぞれ減少したことによるものでありま

す。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日付「平成22年３月期決算短信」にて発表いたしました平成23年３月期第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法  

    四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部で実地棚卸を省略し、前連結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出しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  当社及び定率法を採用している一部の連結子会社は、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

 しております。 

③税金費用の計算 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



 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、法人税等に含めて表示しております。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  「資産除去債務に関する会計基準」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

 適用しております。 

  この基準の変更が損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 11,735 15,160

受取手形及び売掛金 22,351 21,532

商品及び製品 2,418 2,524

仕掛品 4,950 5,022

原材料及び貯蔵品 2,816 2,679

その他 3,215 3,315

貸倒引当金 △68 △81

流動資産合計 47,418 50,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,878 10,705

機械装置及び運搬具（純額） 11,467 11,793

その他（純額） 5,740 5,609

有形固定資産合計 28,085 28,109

無形固定資産   

のれん 6,517 4,959

その他 230 220

無形固定資産合計 6,748 5,180

投資その他の資産   

投資有価証券 9,913 10,641

その他 6,293 6,385

貸倒引当金 △121 △120

投資その他の資産合計 16,085 16,906

固定資産合計 50,919 50,195

資産合計 98,338 100,349



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,032 4,992

短期借入金 14,515 13,721

未払法人税等 844 1,133

引当金 857 1,923

その他 11,023 9,285

流動負債合計 32,273 31,056

固定負債   

長期借入金 17,683 18,634

退職給付引当金 8,021 7,943

役員退職慰労引当金 77 179

その他 1,103 988

固定負債合計 26,887 27,745

負債合計 59,160 58,802

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,337 11,337

利益剰余金 17,717 16,859

自己株式 △495 △494

株主資本合計 39,050 38,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 92

為替換算調整勘定 △4,765 △3,282

評価・換算差額等合計 △4,715 △3,189

少数株主持分 4,842 6,542

純資産合計 39,177 41,546

負債純資産合計 98,338 100,349



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 15,770 21,802

売上原価 12,792 16,194

売上総利益 2,977 5,607

販売費及び一般管理費 3,074 3,237

営業利益又は営業損失（△） △97 2,369

営業外収益   

受取利息 39 32

受取配当金 7 6

持分法による投資利益 121 168

その他 192 191

営業外収益合計 360 399

営業外費用   

支払利息 243 202

その他 191 534

営業外費用合計 435 737

経常利益又は経常損失（△） △172 2,031

特別利益   

固定資産売却益 0 0

関係会社株式売却益 784 －

その他 60 13

特別利益合計 844 14

特別損失   

固定資産売却損 3 0

固定資産除却損 5 8

その他 49 13

特別損失合計 57 22

税金等調整前四半期純利益 614 2,023

法人税等 692 735

少数株主損益調整前四半期純利益 △77 1,287

少数株主利益 33 238

四半期純利益又は四半期純損失（△） △111 1,049



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 614 2,023

減価償却費 1,128 1,107

のれん償却額 116 143

受取利息及び受取配当金 △46 △39

支払利息 243 202

持分法による投資損益（△は益） △121 △168

有形固定資産除売却損益（△は益） 8 8

関係会社株式売却損益（△は益） △784 －

売上債権の増減額（△は増加） 468 △1,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 78 114

仕入債務の増減額（△は減少） 849 1,089

割引手形の増減額（△は減少） △400 21

その他 81 △32

小計 2,237 3,322

利息及び配当金の受取額 38 60

利息の支払額 △224 △211

法人税等の支払額 △810 △961

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241 2,210

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 △1,075 △669

有形固定資産の売却による収入 39 64

投資有価証券の取得による支出 △1 △2

投資有価証券の売却による収入 1 －

子会社株式の取得による支出 △10 △3,503

子会社株式の売却による収入 3,311 －

その他 38 △200

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,303 △4,311

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） 1,505 1,005

長期借入れによる収入 － －

長期借入金の返済による支出 △1,299 △1,861

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △145 △145

少数株主への配当金の支払額 △172 △257

その他 △61 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △174 △1,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 125 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,495 △3,524

現金及び現金同等物の期首残高 12,678 14,018

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の期首残高増減額（△は減少）

△399 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,774 10,501



 該当事項はありません。  

  

  

① 報告セグメント概要 

   当連結グループの報告セグメントは、当連結グループの構成単位で分離された財務情報が入手可能であり、取 

   締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ 

   ります。 

  

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   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） 

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△128百万円は、セグメント間取引消去19百万円及びのれん償却△147百万円

      であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

 （追加情報）   

  当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（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）を適用しております。 

  

  

  

 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

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

航空宇宙

業界向け

事業 

舶用業界

向け事業
合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

9,176

169

 

 

9,322

288

 879

0

   

2,423

3

  

 

21,802

461

 

 

0

△461

21,802

0

 計  9,345   9,610   879   2,426   22,263   △461   21,802

 セグメント利益又は損失（△）   1,251   657   △44   633   2,497   △128   2,369

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  当社は平成22年７月30日の取締役会において、第三者割当による自己株式処分を決議いたしました。自己株式の

 処分に関する取締役会の決議の内容は、以下のとおりであります。  

  ① 処分期日     平成22年８月20日（予定） 

  ② 処分株式数     1,097,000株 

  ③ 処分価額         １株につき 638円 

               （平成22年４月30日から平成22年７月29日までの終値の平均値） 

  ④ 処分価額の総額     699,886,000円 

  ⑤ 処分方法         第三者割当による処分 

  ⑥ 処分先           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

               （従業員持株ＥＳＯＰ信託口） 

  ⑦ 資金使途       投融資資金（設備資金） 

   第三者割当による自己株式処分は、同日付けで決議された従業員インセンティブ・プラン「従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託（以下、本プラン）」の導入のために行います。本プランは、中長期的な当社企業価値向上のた

め、従業員にインセンティブを付与するための制度であり、労働意欲の向上を促すとともに、福利厚生の拡充

と従業員持株会の活性化を図ること、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利

厚生制度の拡充）を図ること目的としております。 

 本プランでは、当社従業員持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）」が、今後５年間にわたり当社従業員持株会が取得する規模の株式を予め一括

して取得し、当社従業員持株会へ売却を行います。 

  なお、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間末現在の自己株式数は以下のとおりであります。 

  自己株式  1,204,364株 

    うち当社所有自己株式   1,204,364株 

    うち信託口所有当社株式数    －    株 

  

   

（７）重要な後発事象
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