
  

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）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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：無 
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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  1,037  96.4  136 ─  138 ─  53 ─ 

22年３月期第１四半期  528  △65.5  △93 ─  △75 ─  △84 ─ 

  
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  13  36 ─ 

22年３月期第１四半期  △21  15 ─ 

  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  6,674  5,695  85.3  1,424  07

22年３月期  6,733  5,749  85.4  1,437  80

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,695百万円 22年３月期 5,749百万円

  
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 ─       ─      ─      15 00  15  00

23年３月期 ─      

23年３月期（予想） ─      ─      15 00  15  00

  （％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）  1,893  21.0  80 ─  100  336.1  50 3,564.3  12  50

通期  3,645  4.9  110  146.6  150  56.2  95  242.9  23  75



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」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 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（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              ：有 

（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を実施しています。 

  

※  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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,000,000株 22年３月期 4,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 855株 22年３月期 855株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 3,999,145株 22年３月期１Ｑ 3,999,165株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策の効果等により景気に持ち直しの

動きが見られたものの、欧州諸国の財政危機に端を発した円高、株安が進む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１四半期連結累計期間の売上高は、1,037百万円と前年同期に比較して509百万円(前年

同期比96.4%増）の増収となりました。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増加によ

り787百万円(前年同期比79.8%増）、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の増加により250百万円

(前年同期比176.4％増）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増が主な要因となり、営業利益は136百万円（前年同期

は営業損失93百万円）、経常利益138百万円（前年同期は経常損失75百万円）、四半期純利益は53百万円(前年同期は

四半期純損失84百万円）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における総資産は受取手形及び売掛金の減少したこと等により、前連結会計年度末に

比べ58百万円増加し、6,674百万円となりました。   

  負債につきましては、仕入債務等が減少したため3百万円減少し979百万円となりました。  

  純資産は配当金の支払などにより5,695百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円減少しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年度３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（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簡便な会計処理 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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。これにより経常利益は147千円減少し、税金等調整前四半期純利益は16,504千円減少してお

ります。 

②原材料の評価方法の変更 

 原材料の評価方法については、従来、 終仕入原価法によっておりましたが、受払管理システムを変更したこ

とに伴い、より適正な期間損益計算を行うため、当第１四半期連結会計期間より総平均法に変更しております。

なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

③表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

用により、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」の科目で表示しております。

  

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

㈱桜井製作所（7255）平成23年３月期　第１四半期決算短信

-2-



（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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 984,880 826,351

受取手形及び売掛金 557,046 847,115

有価証券 1,387,000 1,187,000

製品 25,477 26,135

仕掛品 327,721 347,138

原材料 52,398 31,596

繰延税金資産 7,481 5,040

その他 21,470 19,697

貸倒引当金 △3,195 △1,644

流動資産合計 3,360,281 3,288,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 717,622 734,467

機械装置及び運搬具（純額） 847,792 881,061

土地 638,912 638,912

その他（純額） 28,579 31,235

有形固定資産合計 2,232,906 2,285,677

無形固定資産 7,437 6,268

投資その他の資産 1,074,011 1,152,830

固定資産合計 3,314,355 3,444,776

資産合計 6,674,636 6,733,207
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 182,067 249,220

未払法人税等 61,962 27,817

役員賞与引当金 750 2,970

その他 223,450 188,488

流動負債合計 468,229 468,497

固定負債   

退職給付引当金 277,715 273,010

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 27,946 －

その他 187,510 223,532

固定負債合計 511,352 514,723

負債合計 979,582 983,220

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 5,468,838 5,474,604

自己株式 △728 △728

株主資本合計 5,694,373 5,700,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,445 163,466

為替換算調整勘定 △112,764 △113,619

評価・換算差額等合計 680 49,847

純資産合計 5,695,054 5,749,987

負債純資産合計 6,674,636 6,733,207
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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 528,448 1,037,941

売上原価 495,606 765,180

売上総利益 32,841 272,760

販売費及び一般管理費 126,836 135,778

営業利益又は営業損失（△） △93,995 136,982

営業外収益   

受取利息 3,652 1,790

受取配当金 381 508

賃貸収入 13,323 12,517

助成金収入 9,130 －

雑収入 1,581 851

営業外収益合計 28,068 15,667

営業外費用   

支払利息 1,605 1,399

不動産賃貸原価 4,316 4,246

為替差損 3,182 8,462

営業外費用合計 9,104 14,108

経常利益又は経常損失（△） △75,030 138,541

特別利益   

固定資産売却益 － 77

特別利益合計 － 77

特別損失   

固定資産廃棄損 － 1,033

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,357

環境対策費 － 1,232

特別損失合計 － 18,623

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（△）

△75,030 119,996

法人税、住民税及び事業税 234 63,385

法人税等調整額 9,357 3,193

法人税等合計 9,591 66,578

少数株主損益調整前四半期純利益 － 53,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） △84,622 53,417
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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（△）

△75,030 119,996

減価償却費 95,833 76,835

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,110 4,704

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △2,220

貸倒引当金の増減額（△は減少） 473 1,551

受取利息及び受取配当金 △4,033 △2,299

支払利息 1,605 1,399

有形固定資産廃棄損 － 1,033

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,357

有形固定資産売却損益（△は益） － △77

売上債権の増減額（△は増加） 121,751 307,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,607 △797

仕入債務の増減額（△は減少） △43,320 △67,162

未払又は未収消費税等の増減額 4,526 △4,318

その他 △55,308 5,974

小計 △130,999 458,494

利息及び配当金の受取額 4,033 2,299

利息の支払額 △1,605 △1,399

法人税等の支払額 △93,676 △26,376

営業活動によるキャッシュ・フロー △222,247 433,017

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 △313,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 13,000 406,000

貸付金の回収による収入 100 100

有形固定資産の取得による支出 △15,470 △28,773

有形固定資産の売却による収入 － 698

投資有価証券の取得による支出 △599 △600

その他 6,780 1,547

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,189 372,971

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △50,112 △54,868

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,112 △54,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,179 7,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584,728 758,529

現金及び現金同等物の期首残高 2,114,767 1,600,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,530,039 2,358,880
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該当事項はありません。 

  

  

〔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） 

  （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 

  

   〔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） 

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。 

  

   〔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） 

   （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．当第１四半期連結累計期間における本邦以外の国又は地域が各売上がいずれも少額であるため「海外売上

   高」として一括して記載しており、属する主な国又は地域はブラジル、ベトナムであります。 

 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
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 
 437,766  90,681  528,448  ―  528,448

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,277  4,040  5,317  (5,317)  ―

計  439,043  94,721  533,765  (5,317)  528,448

営業損失（△）  △53,280  △40,714  △93,995  ―  △93,995

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 

  計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  34,717

Ⅱ 連結売上高  528,448

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.6
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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おります。 

 当社は、「自動車部品」「オートバイ部品」「汎用機部品」の製造をする自動車部品製造事業と「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」の製造をする工作機

械製造事業を報告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） 

  

（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。  

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  787,261  250,679  1,037,941 ─  1,037,941

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 905  6,744  7,650  (7,650) ─ 

計  788,167  257,424  1,045,591  (7,650)  1,037,941

セグメント利益  122,683  14,298  136,982 ─  136,982

（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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