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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 803 154.9 46 ― 46 ― 27 ―

22年3月期第2四半期 315 △72.1 △110 ― △96 ― △60 ―

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 4.46 ―

22年3月期第2四半期 △9.76 ―

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 4,024 2,886 71.7 462.30
22年3月期 3,994 2,860 71.6 458.01

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,886百万円 22年3月期  2,860百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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  無  
 

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 1,466 38.7 80 ― 81 ― 49 ― 7.87



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  6,245,000株 22年3月期  6,245,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  680株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  6,244,837株 22年3月期2Q  6,245,000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。業績予想の前提となる仮定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Ｐ．２「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の順調な景気回復による機械設備需要

の回復と、政府の緊急経済対策の下支えなどにより、回復基調は維持したものの、米国経済の減速懸念からの円高

を背景に景気回復の実感がないまま推移しました。当社の主要市場である各種産業用機械業界や電子部品業界の業

績は回復基調であったため、当第２四半期累計期間における当社の受注・売上状況は好転しました。 

 このような経済環境の下で、当社は、顧客ニーズの満足度の向上のため、営業・技術・製造の三位一体体制の更

なる強化による顧客対応力の向上及び生産性向上活動による品質向上、コスト低減、納期短縮に懸命に取り組んで

おります。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高につきましては803,264千円（前年同四半期比154.9％

増）となりました。 

  また、利益面につきましては、売上高の回復と生産性向上活動の効果により、経常利益46,017千円（前年同四半

期は経常損失96,331千円）となり、四半期純利益は27,838千円（前年同四半期は四半期純損失60,980千円）となり

ました。 

 当社は、精密機器製造事業の単一セグメントでありますが、事業の傾向を示す品目別の売上状況は、下記のとお

りであります。なお、第１四半期累計期間より従来の品目名を「リニアベアリング」から「直動機器」へ「エンジ

ンパーツ」から「精密部品加工」へ「ポジショニングステージ」から「ユニット製品」へそれぞれ変更しておりま

す。 

 主力製品であります直動機器につきましては、産業用機械業界の市況回復により受注が大幅に回復し、当第２四

半期累計期間の売上高は649,618千円（前年同四半期比257.4％増）となりました。 

 精密部品加工につきましては、レース用エンジン部品の受注微増により、売上高は91,228千円（同71.7％増） 

となりました。 

 ユニット製品につきましては、電子部品業界の市況回復が必ずしも受注に結びつかず、売上高は62,417千円（同

22.2％減）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は4,024,023千円となり、前事業年度末と比べ29,681千円増加いたしました。

主な要因は、現金及び預金73,065千円等の増加に対し、主に減価償却による有形固定資産47,433千円の減少等に

よるものであります。  

 負債は1,137,258千円となり、前事業年度末と比べ3,208千円増加いたしました。主な要因は、仕入債務65,926

千円及び未払法人税等23,778千円、未払消費税等11,694千円、賞与引当金12,667千円等の増加に対し、長期借入

金106,327千円の減少等によるものであります。 

 純資産は2,886,764千円となり、前事業年度末と比べ26,472千円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金

27,838千円の増加等によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

     当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ73,065千円増

加し、496,070千円となりました。 

     当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動の結果得られた資金は181,828千円（前年同四半期比361.2％増）となりました。 

     これは主に税引前四半期純利益47,274千円、減価償却費50,227千円及び仕入債務の増加65,693千円等によるも

のであります。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     投資活動の結果使用した資金は2,223千円（前年同四半期は209,380千円の使用）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2,135千円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） 

     財務活動の結果使用した資金は106,539千円（前年同四半期は109,737千円の使用）となりました。 

     これは主に長期借入金の返済による支出106,327千円等によるものであります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年８月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて

第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正を行いましたが、当第２四半期累計期間の実績数値が予想値を下回っ

たものの、通期での業績予想に変更はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法において、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算額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合に、前事業年度決算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を採用しております。 

③ 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

 （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  第１四半期会計期間より、「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。 

  なお、これにより、損益に与える影響はありません。 

② 表示方法の変更  

 （四半期損益計算書） 

  前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃借料」及び

「業務受託料」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、「受取賃借料」は当第２四半期累計期間より、

「業務受託料」は第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累計期間の営業

外収益の「その他」に含まれる「受取賃借料」は3,902千円、「業務受託料」は372千円であります。 

（３）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。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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   

現金及び預金 752,302 679,236

受取手形及び売掛金 629,681 603,059

製品 7,334 19,009

仕掛品 187,924 206,999

原材料 142,927 121,973

その他 35,513 46,548

貸倒引当金 △1,225 △1,173

流動資産合計 1,754,460 1,675,654

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 855,302 882,036

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 190,129 210,829

有形固定資産合計 2,108,936 2,156,370

無形固定資産 1,743 2,201

投資その他の資産 158,882 160,115

固定資産合計 2,269,562 2,318,687

資産合計 4,024,023 3,994,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 256,725 190,799

1年内返済予定の長期借入金 169,906 200,952

未払法人税等 23,778 －

賞与引当金 20,000 7,333

その他 45,856 39,006

流動負債合計 516,266 438,090

固定負債   

長期借入金 332,630 407,911

退職給付引当金 38,287 38,569

役員退職慰労引当金 249,113 247,941

その他 961 1,537

固定負債合計 620,992 695,959

負債合計 1,137,258 1,134,050
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 717,495 717,495

資本剰余金 664,455 664,455

利益剰余金 1,505,297 1,477,459

自己株式 △64 －

株主資本合計 2,887,183 2,859,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △418 882

評価・換算差額等合計 △418 882

純資産合計 2,886,764 2,860,291

負債純資産合計 4,024,023 3,994,342
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 315,113 803,264

売上原価 221,849 535,790

売上総利益 93,263 267,473

販売費及び一般管理費 203,828 221,261

営業利益又は営業損失（△） △110,564 46,212

営業外収益   

受取利息及び配当金 66 550

助成金収入 19,950 －

受取賃貸料 － 1,980

業務受託料 － 1,146

その他 5,220 822

営業外収益合計 25,237 4,500

営業外費用   

支払利息 6,406 4,683

貸倒引当金繰入額 4,598 －

その他 － 11

営業外費用合計 11,004 4,695

経常利益又は経常損失（△） △96,331 46,017

特別利益   

固定資産売却益 221 6

貸倒引当金戻入額 2,359 1,251

特別利益合計 2,581 1,257

特別損失   

減損損失 3,459 －

特別損失合計 3,459 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △97,210 47,274

法人税等 △36,229 19,436

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,980 27,838
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△97,210 47,274

減価償却費 60,447 50,227

減損損失 3,459 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △1,199

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,333 12,667

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,737 △282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,246 1,172

受取利息及び受取配当金 △66 △550

支払利息 6,406 4,683

有形固定資産売却損益（△は益） △221 △6

売上債権の増減額（△は増加） 216,679 △26,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,913 9,795

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,737 7,618

仕入債務の増減額（△は減少） △50,668 65,693

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,987 9,369

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,404 △576

その他 104 1,313

小計 46,195 180,578

利息及び配当金の受取額 66 550

利息の支払額 △6,406 △4,674

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △430 5,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,426 181,828

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 △200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,936 △2,135

有形固定資産の売却による収入 580 42

投資有価証券の取得による支出 △17 △17

貸付金の回収による収入 130 －

その他 △136 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,380 △2,223

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 △103,281 △106,327

自己株式の取得による支出 － △64

配当金の支払額 △6,456 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,737 △106,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,692 73,065

現金及び現金同等物の期首残高 912,507 423,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 632,815 496,070
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 該当事項はありません。   

 当社は、精密機器製造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） 

 第１四半期会計期間より、「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

（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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（生産、受注及び販売の状況） 

 当社は、精密機器製造事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しております。なお、第１四半期累計期間

より従来の品目名を「リニアベアリング」から「直動機器」へ「エンジンパーツ」から「精密部品加工」へ「ポジシ

ョニングステージ」から「ユニット製品」へそれぞれ変更しております。 

(1）生産実績 

当第２四半期累計期間の生産実績は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当第２四半期累計期間の受注状況は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

当第２四半期累計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は、次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

品目別 
当第２四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

  
前年同四半期比(％) 

  

直動機器（千円）  631,167  291.8

精密部品加工（千円）  91,228  171.7

ユニット製品（千円）  62,417  77.8

合計（千円）  784,813  224.5

品目別 

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

受注高 受注残高 

金額（千円） 前年同四半期比（％） 金額（千円） 前年同四半期比（％）

直動機器  618,786  256.4  101,546  115.0

精密部品加工  77,430  134.1  12,930  77.7

ユニット製品  143,869  291.6  88,609  79.3

合計  840,086  241.1  203,086  93.7

品目別 
当第２四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

  
前年同四半期比(％) 

  

直動機器（千円）  649,618  357.4

精密部品加工（千円）  91,228  171.7

ユニット製品（千円）  62,417  77.8

合計（千円）  803,264  254.9

相手先 

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

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

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＴＨＫ株式会社  187,974  59.7  539,712  67.2
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