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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 10,280 116.0 1,126 ― 1,069 ― 897 ― 
22年３月期第１四半期 4,760 △63.9 △1,511 ― △1,425 ― △1,013 ― 

 

 
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 12.21 ― 
22年３月期第１四半期 △13.79 ― 

 
（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 80,940 50,574 62.5 688.55
22年３月期 78,262 50,400 64.4 686.17

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期 50,574百万円 22年３月期 50,400百万円 

 
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 ― 3.00 ― 3.00 6.00   
23年３月期 ―    

23年３月期(予想)  4.50 ― 5.50 10.00   

(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) 21,000 102.8 1,700 ― 1,600 ― 1,000 ― 13.61
通  期 44,000 73.4 4,000 ― 3,700 ― 2,300 ― 31.31

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

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 

（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 73,499,875株 22年３月期 73,499,875株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 48,750株 22年３月期 47,994株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 73,451,258株 22年３月期１Ｑ 73,457,540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、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財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

 
※ 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などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的
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およ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。 
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、アジア地域を中心とする新興国の経済成長を背景とし

た外需を牽引役に、輸出産業を中心に回復傾向が持続しました。海外では、各国の政策効果等やアジア地域等

の経済成長により、総じて回復基調で推移しました。しかし、一方では、欧州の財政問題に対する不安や米国

の景気の先行き懸念、原材料価格の上昇や円高の長期化など、景気の先行き不透明感は払拭されませんでし

た。 

 このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、早期に売上高を回復させることに注力し、収益

構造の改善を進めるとともに、これまで以上に強固な事業基盤を構築するための諸施策を推進してまいりまし

た。 

 販売面につきましては、販売政策の柱となる「ユーザーに密着した提案型営業活動」による顧客ニーズの具

現化に努めました。製品開発面においては、用途が拡大しているローラタイプ直動案内機器の品揃えを強化し

ましたほか、軽量・コンパクト化を実現した高強度アルミニウム合金製精密位置決めテーブルを開発するな

ど、幅広い産業分野の需要開拓を推進しました。生産面につきましては、半導体市況の急回復に伴うエレクト

ロニクス関連産業からの受注増等に対し、増産体制の構築に注力しました。 

 地域別に分けると、国内市場は、半導体製造装置や電子部品実装機向け等の受注が急回復しました。中国を

はじめとしたアジア地域は、順調な経済成長もあり、幅広い業種において好調に推移しました。北米・欧州地

域の需要は、緩やかな増加基調にあります。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期に比べ2.2倍の10,280百万円となりまし

た。収益面につきましては、増収・増産効果のほか、経費削減および原価の低減等に注力した結果、営業利益

は1,126百万円(前年同期は営業損失1,511百万円)となり、経常利益は1,069百万円(前年同期は経常損失1,425百

万円)、四半期純利益は897百万円(前年同期は四半期純損失1,013百万円)となりました。 

 セグメントについて、当社グループは、針状ころ軸受および直動案内機器等(以下、軸受等)ならびに諸機械

部品の製造・販売を主な単一の事業として運営しているため、記載を省略しております。なお、部門別売上高

では、軸受等は9,002百万円(前年同期比115.7%増)、諸機械部品は1,277百万円(前年同期比117.9%増)となりま

した。 

  

 
  

①資産、負債および純資産の状況 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ2,678百万円増加し80,940百万円となりました。これは主に、現金及び預

金2,041百万円、受取手形及び売掛金2,048百万円等の増加と、製品、仕掛品等のたな卸資産766百万円、有形固

定資産477百万円、投資有価証券673百万円等の減少によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,504百万円増加し30,365百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金1,708百万円、未払法人税等315百万円、未払費用497百万円等の増加と、長期借入金130百万円等の

減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ173百万円増加し50,574百万円となりました。これは主に、利益剰余金

676百万円の増加と、評価・換算差額等502百万円等の減少によるものであります。 

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

部門別売上高 （単位 百万円）

区  分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

比 較 増 減（自 平成21年４月１日 （自 平成22年４月１日
至 平成21年６月30日） 至 平成22年６月30日）

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

% % %

軸受等 4,174 87.7 9,002 87.6 4,828 115.7

諸機械部品 586 12.3 1,277 12.4 691 117.9

売上高合計 4,760 100.0 10,280 100.0 5,519 116.0

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,081百万円増加し

18,161百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは2,272百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半

期純利益979百万円、減価償却費599百万円、たな卸資産の減少額646百万円、仕入債務の増加額1,677百万円等

による収入と、売上債権の増加額2,027百万円等の支出との差額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) 

 投資活動により支出されたキャッシュ・フローは111百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

等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) 

 財務活動により支出されたキャッシュ・フローは99百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額

241百万円、長期借入れの返済による支出130百万円、配当金の支払額210百万円等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当第１四半期の業績は概ね当初予想のとおりに推移しており、当社グループ

を取り巻く経済環境も想定の範囲内にあることから、現時点では、平成22年５月17日に公表いたしました第２

四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

・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、売却また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。 

・繰延税金資産およ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ては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一次差異等

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。 

②特有の会計処理 

・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。 

  

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)および「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。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

②表示方法の変更 

 「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。 

(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(連結の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特有の会計処理の概要

(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：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 18,202 16,160

受取手形及び売掛金 9,333 7,285

商品及び製品 11,162 12,173

仕掛品 8,499 8,237

原材料及び貯蔵品 6,027 6,044

その他 3,548 3,250

貸倒引当金 △39 △39

流動資産合計 56,734 53,112

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,786 7,118

その他（純額） 8,643 8,787

有形固定資産合計 15,429 15,906

無形固定資産 185 194

投資その他の資産

投資有価証券 5,469 6,142

その他 3,190 3,011

貸倒引当金 △68 △105

投資その他の資産合計 8,591 9,048

固定資産合計 24,205 25,149

資産合計 80,940 78,262

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,903 5,195

短期借入金 350 153

1年内返済予定の長期借入金 1,195 1,195

未払法人税等 382 66

役員賞与引当金 20 0

その他 2,828 2,372

流動負債合計 11,680 8,984

固定負債

社債 4,000 4,000

長期借入金 12,582 12,712

退職給付引当金 1,576 1,577

その他 527 587

固定負債合計 18,685 18,877

負債合計 30,365 27,861
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 29,104 28,428

自己株式 △41 △41

株主資本合計 51,482 50,805

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 817 1,230

為替換算調整勘定 △1,725 △1,635

評価・換算差額等合計 △907 △405

純資産合計 50,574 50,400

負債純資産合計 80,940 78,262
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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 4,760 10,280

売上原価 4,130 6,983

売上総利益 629 3,296

販売費及び一般管理費 2,141 2,170

営業利益又は営業損失（△） △1,511 1,126

営業外収益

受取利息 5 2

受取配当金 59 45

助成金収入 83 －

その他 43 38

営業外収益合計 192 86

営業外費用

支払利息 53 75

売上割引 6 13

為替差損 － 46

固定資産除却損 31 4

その他 14 4

営業外費用合計 106 144

経常利益又は経常損失（△） △1,425 1,069

特別損失

投資有価証券評価損 － 58

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30

特別損失合計 － 89

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（△）

△1,425 979

法人税等 △412 82

少数株主損益調整前四半期純利益 － 897

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,013 897
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(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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,425 979

減価償却費 712 599

引当金の増減額（△は減少） △134 △19

受取利息及び受取配当金 △65 △48

支払利息 53 75

固定資産除却損 31 4

投資有価証券評価損益（△は益） － 58

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30

売上債権の増減額（△は増加） 1,876 △2,027

たな卸資産の増減額（△は増加） 484 646

仕入債務の増減額（△は減少） △3,407 1,677

未払費用の増減額（△は減少） 24 467

その他 540 △130

小計 △1,307 2,314

利息及び配当金の受取額 65 48

利息の支払額 △26 △38

法人税等の支払額 △128 △51

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,397 2,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 39

有形固定資産の取得による支出 △1,555 △119

その他 △23 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,578 △111

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） 137 241

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 － △130

配当金の支払額 △209 △210

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 426 △99

現金及び現金同等物に係る換算差額 116 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,433 2,081

現金及び現金同等物の期首残高 12,559 16,079

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 315 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,440 18,161
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該当事項はありません。 

  

  

  
所在地別セグメント情報 

 
  

海外売上高 

 
  

セグメント情報 
当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省

略しております。 
  

（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)および「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2O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) セグメント情報等

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）

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の  
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去または 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1)  外部顧客に対する 
    売上高

3,174 695 743 146 4,760 ― 4,760

(2)  セグメント間の内部 
    売上高または振替高

863 0 1 21 887 (887) ―

計 4,038 695 744 168 5,647 (887) 4,760

 営業利益または営業損失(△) △ 1,416 △ 12 30 △ 13 △ 1,411 (99) △ 1,511

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）

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 786 755 566 2,107

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ― ― ― 4,760

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合(%)

16.5 15.9 11.9 44.3

(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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