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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 8,669 40.5 809 ― 777 ― 501 ― 
22年３月期第１四半期 6,171 △39.3 △299 ― △264 ― △261 ― 
 

 
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 22 78 ―  
22年３月期第１四半期 △11 87 ―  
 
 (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 35,080 10,349 26.3 419 29 
22年３月期 33,662 10,026 26.7 407 59  
(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 9,238百万円  22年３月期 8,981百万円 

 

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 ―  ―  ―  9 00 9 00 

 23年３月期 ―          

 23年３月期(予想)   ―  ―  ―  ―  

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 23年３月期(予想)の配当予想につきましては、現時点で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） 
 (％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) 17,400 26.1 1,500 651.5 1,300 651.9 1,000 764.2 45 38 
通期 33,500 5.9 2,200 53.5 2,000 57.6 1,400 26.7 63 54 

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 



  

 
4. その他（詳細は【添付資料】P.３ 「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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 22,100,000株 22年３月期 22,100,000株 

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 65,193株 22年３月期 64,935株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,034,871株 22年３月期１Ｑ 22,036,982株 

 

※ 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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了してい

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 

１．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】P.２「１．当四半期の連結業績等に関する

定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．平成 23 年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時

点では未定とし業績の進捗等を見きわめた上で配当予想が固まり次第、速やかに開示いたしま

す。



 
 
 
 
 
 

 

（参考）個別業績予想 

平成 23年３月期の個別業績予想（自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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 

累計期間 
14,300  17.9 700  608.2 700     ― 600 933.4    27   23 

通期 28,200   4.5 900  △4.4 1,100   11.0 900  48.1     40   85 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復を背景とした輸出、生産の増

加などから 2009 年３月を底として緩やかな回復を続けております。企業収益は、輸出の回復や原材

料費、人件費などのコスト削減効果から回復基調が鮮明となって、企業の景況感は改善されてまい

りました。個人消費につきましては、エコカー減税、補助金、エコポイント制度といった政策効果

から、耐久消費財を中心に持ち直しを続けてまいりました。しかし、雇用情勢につきましては一時

の最悪期は脱したものの、依然として厳しい状況が続いております。 

 こうした状況のもと、自動車産業界におきましては、米国でのリコール問題の影響が懸念された

ものの、エコカー購入の際の助成金制度によるエコカーブームの効果もあり、当社グループの受注

量は前年同期に比べ増加となり、当第１四半期連結会計期間の売上高は 8,669 百万円と前年同四半

期連結会計年度に対し 2,497 百万円、40.5％の大幅な増収となりました。利益面につきましても製

造コストの低減活動等の効果もあり、営業利益 809 百万円（前年同四半期連結会計期間比 1,109 百

万円増）、経常利益 777 百万円（前年同四半期連結会計期間比 1,041 百万円増）、四半期純利益 501

百万円（前年同四半期連結会計期間比 763 百万円増）と増益となりました。 

 

(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における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比 1,791

百万円増）等により、17,020 百万円（前連結会計年度末比 1,730 百万円増）となりました。固定資産

につきましては新規の設備投資を必要最小限にとどめたことにより有形固定資産が減少（前連結会計

年度末比 134 百万円減）、株価の下落により投資有価証券の評価額が減少（前連結会計年度末比 166

百万円減）したこと等により、18,059百万円（前連結会計年度末比 312百万円減）となりました。 

 以上により、資産合計は 35,080百万円（前連結会計年度末比 1,417 百万円増）となりました。 

  流動負債につきましては、借入金の増加（前連結会計年度末比 622 百万円増）及び賞与引当金の増

加（前連結会計年度末比 391 百万円増）等により、17,754 百万円（前連結会計年度末比 974 百万円

増）となりました。固定負債につきましては長期借入金が減少（前連結会計年度末比 268 百万円減）

するものの,資産除去債務の計上による増加（前連結会計年度末比 279 百万円増）、及びリース債務の

増加（前連結会計年度末比 159 百万円増）等により、6,976 百万円（前連結会計年度末比 119 百万円

増）となりました。 

 この結果、負債合計は 24,731百万円（前連結会計年度末比 1,094百万円増）となりました。 

 純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が 303 百万円増加、その他有価証券評価差額

金・為替換算調整勘定が 45 百万円減少したことにより、少数株主持分を除くと 9,238 百万円（自己資

本比率 26.3％）となりました。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

最近の業績動向を踏まえ、通期の業績予想を、連結・個別とも修正しております。詳細につきまし

ては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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2. その他の情報 
 

(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  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会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おります。   

 

 ③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

 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ないと認められるので、前連結会計年度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。 

 

 ④ 固定資産の減価償却の算定方法 

 金型は年度中の取得、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

分する方法によっております。 

 なお、定率法を採用している資産について上記以外は、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。 
 
 ⑤ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
 

⑥ 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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は、133百

万円減少しております。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278百万円で

あります。 

 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平 

成20年12月26日）を適用しております。 

  なお、これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 
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（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表 

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四 

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  
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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：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  6,625  4,833 

  受取手形及び売掛金  7,665  7,788 

  商品及び製品  517  514 

  仕掛品  1,215  1,236 

  原材料及び貯蔵品  844  773 

  繰延税金資産  36  34 

  その他  119  112 

  貸倒引当金  △2  △2 

  流動資産合計  17,020  15,290 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  10,024  9,793 

    減価償却累計額  △5,048  △4,957 

    建物及び構築物（純額）  4,976  4,836 

   機械装置及び運搬具  30,964  31,160 

    減価償却累計額  △24,649  △24,411 

    機械装置及び運搬具（純額）  6,315  6,749 

   工具、器具及び備品  6,808  6,627 

    減価償却累計額  △6,022  △5,898 

    工具、器具及び備品（純額）  786  728 

   土地  3,184  3,180 

   リース資産  856  740 

    減価償却累計額  △138  △118 

    リース資産（純額）  717  622 

   建設仮勘定  431  429 

   有形固定資産合計  16,412  16,546 

  無形固定資産     

   のれん  52  56 

   電話加入権  11  11 

   リース資産  82  80 

   その他  74  74 

   無形固定資産合計  220  223 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  1,129  1,295 

   長期貸付金  196  204 

   繰延税金資産  42  42 

   その他  69  75 

   貸倒引当金  △10  △15 

   投資その他の資産合計  1,426  1,602 

  固定資産合計  18,059  18,372 

 資産合計  35,080  33,662 
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    （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  5,524  5,451 

  短期借入金  8,519  7,858 

  1 年内返済予定の長期借入金  1,263  1,301 

  リース債務  106  102 

  未払法人税等  81  97 

  未払消費税等  155  297 

  未払費用  505  454 

  繰延税金負債  -  6 

  賞与引当金  1,128  737 

  役員賞与引当金  5  22 

  設備関係支払手形  155  77 

  その他  308  371 

  流動負債合計  17,754  16,779 

 固定負債     

  長期借入金  2,587  2,855 

  リース債務  888  729 

  繰延税金負債  231  300 

  退職給付引当金  2,528  2,501 

  役員退職慰労引当金  95  104 

  資産除去債務  279  - 

  その他  364  364 

  固定負債合計  6,976  6,856 

 負債合計  24,731  23,636 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  2,203  2,203 

  資本剰余金  1,722  1,722 

  利益剰余金  5,514  5,211 

  自己株式  △20  △20 

  株主資本合計  9,419  9,116 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  270  370 

  為替換算調整勘定  △451  △506 

  評価・換算差額等合計  △180  △135 

 少数株主持分  1,110  1,045 

 純資産合計  10,349  10,026 

負債純資産合計  35,080  33,662 
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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：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  6,171  8,669 

売上原価  5,760  7,040 

売上総利益  411  1,628 

販売費及び一般管理費  711  818 

営業利益又は営業損失（△）  △299  809 

営業外収益     

 受取利息  3  3 

 受取配当金  7  9 

 為替差益  71  - 

 作業くず売却収入  3  12 

 雑収入  40  29 

 営業外収益合計  125  54 

営業外費用     

 支払利息  67  55 

 固定資産除却損  11  2 

 為替差損  -  20 

 雑支出  10  9 

 営業外費用合計  89  87 

経常利益又は経常損失（△）  △264  777 

特別損失     

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  -  128 

 特別損失合計  -  128 

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（△） 
 △264  648 

法人税等  0  59 

少数株主損益調整前四半期純利益  -  588 

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △2  86 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △261  501 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません 

 

(4)セグメント情報 

 

【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） 

（単位：百万円） 
 粉末冶金

製品事業 
油圧機器

製品事業 計 消去又 
は全社 連結 

売上高 
（1）外部顧客に対する売上高 
（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

5,837 

― 

 

333 

― 

 

6,171 

― 

 

― 

― 

 

6,171 

― 

計 5,837 333 6,171 ― 6,171 

営業利益又は営業損失(△) 4 72 76 (376) △299 

(注)  1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております 

2. 各事業の主な製品 

       (1) 粉末冶金製品事業……自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

        (2) 油圧機器製品事業……モーターポンプ 

 

【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） 

                               （単位：百万円） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 
売上高 
（1）外部顧客に対する売上高 
（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

5,429 

156 

 

571 

― 

 

170 

― 

 

6,171 

156 

 

― 

(156) 

 

6,171 

― 

計 5,585 571 170 6,328 (156) 6,171 

営業利益又は営業損失(△) △227 △0 △73 △300 0 △299 

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        (1) アジア……タイ・中国 

       (2) 北  米……米国  

 

【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） 

                              （単位：百万円） 
 アジア 北米 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 578 236 814 

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 6,171 

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 
海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

9.4 3.8 13.2 

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        (1) アジア……タイ・中国 

       (2) 北  米……米国  

   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。 
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【セグメント情報】 

 

１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、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。 

当社は、製品の種類・性質により、主に自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品として

高強度・耐摩耗性を備えた焼結部品を製造販売する「粉末冶金製品事業」と、高精度、高強度の焼

結部品をポンプ心臓部に応用して小型油圧機器を製造･販売する「油圧機器製品事業」の２つのセグ

メントとしております。 

 

 

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） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注２） 

粉末冶金 
製品事業 

油圧機器

製品事業 計 

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 

 

8,224 

― 

 

444 

― 

 

8,669 

― 

 

― 

― 

 

8,669 

― 

計 8,224 444 8,669 ― 8,669 

セグメント利益 1,109 120 1,229 △420 809 

（注）１．セグメント利益の調整額△420 百万円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。 

   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おります。 

 

（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。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。    
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４．(参考)四半期財務諸表 (個別) 
 

（1）. (要約) 四半期個別貸借対照表 

                                                         （単位：百万円） 

 当第 1四半期会計期間末 

 

（平成 22年６月 30日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 22年３月 31日） 

資産の部   

  流動資産               14,105               12,866 

  固定資産               15,919               16,213 

資産合計               30,024               29,080 

負債の部   

  流動負債               15,216               14,188 

  固定負債                5,845                5,882 

 負債合計               21,062               20,071 

純資産の部   

  株主資本                8,692                8,638 

  評価・換算差額等                  269                  370 

 純資産合計                8,962                9,009 

負債純資産合計               30,024               29,080 

 

 

（2）．(要約) 四半期個別損益計算書 

                                                         （単位：百万円） 

 前第１四半期累計期間 

（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                5,483                7,039 

営業利益又は 

営業損失（△） 
               △247                 339 

経常利益又は 

経常損失（△） 
               △257                 382 

四半期純利益又は 
四半期純損失（△）                △259                 252 

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則」 （平

成 19 年内閣府令第 63 号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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