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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 5,341 17.3 120 ― 199 ― 117 298.8
22年3月期第2四半期 4,553 △38.4 △168 ― △78 ― 29 △87.5

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2四半期 7.88 ―
22年3月期第2四半期 1.97 ―

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2四半期 14,902 11,170 73.1 729.38
22年3月期 14,409 11,204 75.8 731.30

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,894百万円 22年3月期  10,925百万円

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   

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
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 10,650 3.7 204 ― 361 743.1 253 64.6 16.94



(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 

（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 
１．平成22年7月29日に公表いたしました連結業績予想は、平成22年10月28日に修正し、公表しております。 
２．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、【添付資料】３ページ「連結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】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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2Q 15,058,152株 22年3月期  15,058,152株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  121,693株 22年3月期  118,357株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 14,938,331株 22年3月期2Q  14,945,810株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心にアジア新興国の景気回復による輸出の増加や

政府による経済対策効果を背景に一部景気の回復傾向は見られたものの、企業の設備投資や雇用情勢、個人消費に

大きな改善は見られず、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引先である自動車業界向け

の鍛工品及び金型の両事業は、一部に需要回復の動きは見られ、いずれの事業も増収となりました。一般機械事業

は、印刷機械は増収となりましたが、たばこ製造用機械及び専用機の受注減少の影響により減収となりました。当

第２四半期累計期間における連結売上高は5,341百万円（前年同期比17.3％増）となりました。 

収益面では、増収による好影響と経費削減への継続的な取り組み及び鍛工品の一部不採算部品の製造コスト削

減等により、営業利益120百万円（前年同期は営業損失168百万円）、経常利益199百万円（前年同期は経常損失78

百万円）となり、いずれも前年同期の損失計上から改善いたしました。四半期純利益は、当社及び一部の国内子会

社は厳しい受注状況に対応のため、一部で一時帰休を実施し、雇用調整助成金を前年度から継続して支給を受けて

おり特別利益に計上いたしております。また、第１四半期において資産除去債務費用及び環境対策引当金繰入額を

特別損失に計上いたしましたが営業利益の増益を反映し、117百万円（前年同期比298.8%増）の計上となりまし

た。 

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。 

①鍛工品（自動車部品等） 

 鍛工品は、需要の本格回復には至りませんが、政府の経済対策効果やアジア新興国向け部品の増加及び低迷して

おりました二輪車用部品にもわずかではありますが需要に動きが見えはじめ、世界同時不況による影響を受けてお

りました前年同期に比べ増収となりました。また、海外子会社も順調に推移いたしましたので売上高は3,661百万

円（前年同期比35.6%増）、営業利益297百万円（前年同期は営業損失79百万円）となりました。 

②一般機械 

 印刷機械は食品や物流関連等の一部業界からのラベル印刷需要に、下げ止まりや回復の兆しを反映した顧客の設

備更新の動きを受け増収となりました。自動車業界向けの工作機械につきましても、前年同期の需要低迷の反動も

あり増収となりました。たばこ製造用機械並びに同装置では、たばこ製造用装置は増収となりましたが、たばこ製

造用機械が前年度まで堅調な受注を継続しておりましたが、需要の一巡により減収となり、専用機につきましても

景気の先行き不透明感から客先の設備投資計画の変更により減収となりました。売上高はたばこ製造用機械並びに

同装置475百万円、印刷機械430百万円、専用機302百万円、工作機械42百万円、一般機械その他26百万円となりま

した。一般機械全体では売上高1,276百万円（前年同期比15.9％減）、営業利益７百万円（前年同期比92.1％減）

となりました。 

③金型 

 自動車業界向けのダイカスト金型は、需要に大きな回復が見られず、厳しい状況が続いておりますが、前年同期

に比べ若干の増収となりました。ロータリーダイにつきましては、需要は医薬品業界、サニタリー業界、食品業界

等の各業界により増減はありましたが、ロータリーダイ全体では前年同期並みに推移いたしました。金型全体では

売上高389百万円（前年同期比22.2％増）、営業損失170百万円（前年同期は営業損失185百万円）となりました。 

④その他 

 石油類販売等は需要減少により売上高86百万円（前年同期比3.6％減）、営業利益４百万円（前年同期比42.7％

減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,902百万円となり、前連結会計年度末に比べ493百万円増加いたしま

した。これは主に現金及び預金の増加、仕掛品等のたな卸資産の増加によるものであります。 

 負債合計は3,732百万円となり、前連結会計年度末に比べ528百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金の増加、受注損失引当金の増加、資産除去債務会計基準適用による資産除去債務の増加によるものでありま

す。 

 純資産合計につきましては11,170百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円減少いたしました。これは主

に配当金の支払、その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は73.1％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



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,075百万円となり前

連結会計年度末に比べ393百万円増加いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は572百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加額が280百万円あったもの

の、減価償却費が243百万円、仕入債務の増加額が218百万円、税金等調整前四半期純利益の計上が215百万円あっ

たことによるものであります。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ184百万円

減少いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は120百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出149百万によ

るものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ43百万円支出が減少い

たしました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は52百万円となりました。これは主に配当金の支払額44百万円によるものでありま

す。財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ24百万円支出が増加いたしました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、エコカー補助金制度の終了や急激な円高傾向の影響など、景気の先行きは不透明

であり、各事業とも厳しい状況が続くものと予想しております。 

 このような見通しのもと、当社グループといたしましては、仕事量の確保と経費削減に継続して取り組み、損益

分岐点の引き下げによる業績の改善を図り、利益の確保に向け注力してまいります。 

 通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の動向を踏まえ、平成22年７月29日に公表

いたしました業績予想を修正しております。 

 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」をご参照願います。 

（１）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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率は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を使用して算定しております。 

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、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

③繰延税金資産の算定方法 

 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、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、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税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は461千円減少し、経常利益は694千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は49,402千円減少しております。 

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 4,252,094 3,889,570

受取手形及び売掛金 2,733,444 2,692,065

有価証券 239,466 239,363

商品及び製品 200,284 184,514

仕掛品 962,879 882,782

原材料及び貯蔵品 510,238 328,340

繰延税金資産 82,586 80,019

その他 190,041 217,645

貸倒引当金 △67,027 △66,888

流動資産合計 9,104,009 8,447,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 755,215 770,878

機械装置及び運搬具（純額） 1,162,925 1,234,913

工具、器具及び備品（純額） 120,867 114,882

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 44,052 38,103

有形固定資産合計 3,360,450 3,436,168

無形固定資産 48,953 52,681

投資その他の資産   

投資有価証券 1,184,710 1,327,903

賃貸用不動産（純額） 998,546 997,357

繰延税金資産 197,695 138,892

その他 11,264 11,293

貸倒引当金 △2,666 △2,645

投資その他の資産合計 2,389,550 2,472,801

固定資産合計 5,798,953 5,961,652

資産合計 14,902,962 14,409,066



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,958,693 1,744,375

未払法人税等 87,013 48,188

賞与引当金 142,200 128,488

受注損失引当金 96,500 28,000

その他 292,909 207,277

流動負債合計 2,577,316 2,156,331

固定負債   

退職給付引当金 862,109 835,030

役員退職慰労引当金 104,986 98,786

環境対策引当金 9,000 －

受入保証金 121,997 114,343

資産除去債務 56,959 －

その他 412 283

固定負債合計 1,155,465 1,048,443

負債合計 3,732,781 3,204,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,768,577 7,695,747

自己株式 △38,583 △38,025

株主資本合計 10,404,476 10,332,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 497,634 584,302

為替換算調整勘定 △7,688 8,940

評価・換算差額等合計 489,946 593,242

少数株主持分 275,758 278,844

純資産合計 11,170,181 11,204,291

負債純資産合計 14,902,962 14,409,066



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,553,510 5,341,568

売上原価 4,190,887 4,666,439

売上総利益 362,622 675,129

販売費及び一般管理費 531,174 554,195

営業利益又は営業損失（△） △168,551 120,934

営業外収益   

受取利息 5,363 3,430

受取配当金 8,581 10,457

不動産賃貸料 111,127 101,367

その他 23,829 18,240

営業外収益合計 148,901 133,495

営業外費用   

支払利息 139 －

不動産賃貸費用 55,341 50,354

その他 3,374 4,856

営業外費用合計 58,854 55,210

経常利益又は経常損失（△） △78,504 199,219

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,670 101

補助金収入 136,278 76,257

その他 2,630 1,215

特別利益合計 140,579 77,574

特別損失   

固定資産除却損 2,899 3,346

環境対策引当金繰入額 － 9,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,708

特別損失合計 2,899 61,054

税金等調整前四半期純利益 59,175 215,738

法人税等 19,444 86,723

少数株主損益調整前四半期純利益 － 129,015

少数株主利益 10,227 11,365

四半期純利益 29,503 117,649



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 59,175 215,738

減価償却費 289,259 243,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,118 6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,232 27,079

賞与引当金の増減額（△は減少） △135,830 13,711

受注損失引当金の増減額（△は減少） 56,700 68,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,500 160

受取利息及び受取配当金 △13,945 △13,888

支払利息 139 －

固定資産除却損 2,899 3,346

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,708

売上債権の増減額（△は増加） 218,656 △23,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,338 △280,887

仕入債務の増減額（△は減少） △40,222 218,440

その他の資産の増減額（△は増加） 23,802 32,073

その他の負債の増減額（△は減少） 106,753 45,487

小計 480,663 604,201

利息及び配当金の受取額 13,898 13,866

利息の支払額 △95 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 262,659 △45,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 757,126 572,449

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 △275,064 △215,065

定期預金の払戻による収入 232,597 242,024

有価証券の取得による支出 △12,972 △12,990

有価証券の償還による収入 13,000 13,000

有形固定資産の取得による支出 △120,161 △149,530

賃貸用不動産の取得による支出 － △2,838

投資有価証券の取得による支出 △2,186 △2,220

貸付金の回収による収入 1,080 －

その他 △329 6,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,037 △120,752

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 △25,600 －

自己株式の取得による支出 △414 △558

配当金の支払額 △176 △44,544

少数株主への配当金の支払額 △2,189 △7,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,380 △52,722

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,559 △5,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 575,268 393,659

現金及び現金同等物の期首残高 2,609,379 3,682,069

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,184,647 4,075,728



 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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

〔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、製品や製造方法などに応じて組織された事業本部を本社及び高崎工場に置き、各事業本部は、取り扱

う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがいまして、当社は、事業本部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「鍛工品」、「一

般機械」、「金型」、「その他」の４つを報告セグメントとしております。 

 「鍛工品」は、車輌部品の製造販売を行っております。「一般機械」は、たばこ製造用機械並びに同装置、産

業機械、工作機械の製造販売を行っております。「金型」はダイカスト金型、ロータリーダイの製造販売を行っ

ております。「その他」は石油類販売、プレス点検、抜き型の製造販売等を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
鍛 工 品 

（千円） 

一般機械 

（千円） 

金  型 

（千円） 

そ の 他

（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  2,700,928 1,502,572 318,554 31,453  4,553,510 － 4,553,510

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ 15,433 － 58,175  73,609  (73,609) －

計  2,700,928 1,518,006 318,554 89,629  4,627,119  (73,609) 4,553,510

営業利益（又は営業損失△）  △79,935 97,645 △185,304 7,642  △159,951  (8,600) △168,551



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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△18,755千円には、セグメント間取引消去△2,393千円、各報告セグメントに配分し 

ていない全社費用△16,361千円が含まれています。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） 

 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。 

  

  

報告セグメント 

計 
調整額 

（注１） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注２） 鍛工品 一般機械 金型 その他 

売上高               

外部顧客に対する売上高  3,661,488 1,259,437 389,220 31,422  5,341,568 － 5,341,568

セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 160 16,621 14 54,935  71,731  △71,731 －

計  3,661,648 1,276,058 389,234 86,358  5,413,300  △71,731 5,341,568

セグメント利益又は損失 

（△） 
 297,964 7,673 △170,330 4,382  139,689  △18,755 120,934

（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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