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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 2,044 30.7 158 ― 164 618.5 74 ―

22年3月期第2四半期 1,564 △58.5 △7 ― 22 △95.1 1 △99.5

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 18.74 ―

22年3月期第2四半期 0.34 ―

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 6,783 5,731 84.5 1,433.20
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2四半期  5,731百万円 22年3月期  5,749百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

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 3,800 9.3 185 314.8 210 118.7 115 315.1 28.75



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  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2Q 3,999,145株 22年3月期2Q 3,999,165株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（第２四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  5

（第２四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

㈱桜井製作所（7255）平成23年3月期　第２四半期決算短信

-1-



（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、アジアを中心とする新興国の堅調な経済成長に支えられ緩やか

な回復基調にあったものの、急速な円高、株安の進行、長期化する雇用情勢の低迷などから、景気の先行きの不透明

感が拭えない状況で推移しました。 

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、2,044百万円（前年同四半期比30.7％増）となりま

した。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が四輪部品の増加により1,498百万円（前年同四半期比70.1％

増）、工作機械製造事業が専用機を中心に減少し、546百万円（前年同四半期比20.1％減）となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品の増収が主な要因となり、営業利益は158百万円（前年同期は営業損失７百万

円）、四半期純利益は74百万円（前年同四半期比5393.0％増）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における総資産は現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計期間末に比べ50

百万円増加し、6,783百万円となりました。  

  負債につきましては、未払法人税等が増加したこと等により69百万円増加し1,052百万円となりました。  

  純資産はその他有価証券評価差額金の減少などにより5,731百万円となり、前連結会計期間末に比べ18百万円減少

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、当第２四半期累計期間の実績を勘案し、平成22年５月14日公表の予

想を修正しております。なお、当該予想に関する詳細につきましては本日公表の「平成23年３月期第２四半期連結累

計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

 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 

 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294千円減少し、税金等調整前四半期純利益は16,651千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、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２四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。 

  

（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。  

  

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
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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 1,149,820 826,351

受取手形及び売掛金 517,294 847,115

有価証券 1,387,000 1,187,000

製品 21,056 26,135

仕掛品 363,560 347,138

原材料 38,074 31,596

繰延税金資産 34,632 5,040

その他 10,965 19,697

貸倒引当金 △1,014 △1,644

流動資産合計 3,521,388 3,288,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 702,613 734,467

機械装置及び運搬具（純額） 793,819 881,061

土地 638,912 638,912

その他（純額） 25,369 31,235

有形固定資産合計 2,160,715 2,285,677

無形固定資産 5,677 6,268

投資その他の資産 1,096,200 1,152,830

固定資産合計 3,262,593 3,444,776

資産合計 6,783,981 6,733,207
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（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   

買掛金 221,210 249,220

未払法人税等 103,343 27,817

賞与引当金 52,338 －

役員賞与引当金 1,500 2,970

その他 167,160 188,488

流動負債合計 545,553 468,497

固定負債   

退職給付引当金 282,665 273,010

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 26,012 －

その他 179,984 223,532

固定負債合計 506,843 514,723

負債合計 1,052,396 983,220

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 5,490,374 5,474,604

自己株式 △728 △728

株主資本合計 5,715,909 5,700,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134,680 163,466

為替換算調整勘定 △119,005 △113,619

評価・換算差額等合計 15,675 49,847

純資産合計 5,731,585 5,749,987

負債純資産合計 6,783,981 6,733,207
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（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 1,564,856 2,044,979

売上原価 1,343,396 1,612,356

売上総利益 221,459 432,623

販売費及び一般管理費 229,408 274,524

営業利益又は営業損失（△） △7,948 158,098

営業外収益   

受取利息 4,203 2,417

受取配当金 1,979 2,950

賃貸収入 25,369 25,098

助成金収入 15,611 －

雑収入 4,644 2,170

営業外収益合計 51,807 32,637

営業外費用   

支払利息 2,072 1,825

不動産賃貸原価 8,583 8,489

為替差損 10,271 15,672

営業外費用合計 20,928 25,986

経常利益 22,930 164,749

特別利益   

固定資産売却益 － 77

貸倒引当金戻入額 － 804

特別利益合計 － 881

特別損失   

固定資産廃棄損 104 1,864

環境対策費 － 1,232

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,357

特別損失合計 104 19,454

税金等調整前四半期純利益 22,826 146,177

法人税、住民税及び事業税 41,000 103,700

法人税等調整額 △19,538 △32,476

法人税等合計 21,461 71,223

少数株主損益調整前四半期純利益 － 74,953

四半期純利益 1,364 74,953
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,036,407 1,007,038

売上原価 847,789 847,175

売上総利益 188,618 159,862

販売費及び一般管理費 102,571 138,746

営業利益 86,046 21,115

営業外収益   

受取利息 551 627

受取配当金 1,597 2,442

賃貸収入 12,046 12,581

助成金収入 6,480 －

雑収入 3,063 1,319

営業外収益合計 23,739 16,970

営業外費用   

支払利息 467 425

不動産賃貸原価 4,267 4,243

為替差損 7,089 7,209

営業外費用合計 11,823 11,878

経常利益 97,961 26,207

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 804

特別利益合計 － 804

特別損失   

固定資産廃棄損 104 831

特別損失合計 104 831

税金等調整前四半期純利益 97,856 26,180

法人税、住民税及び事業税 40,765 40,314

法人税等調整額 △28,895 △35,669

法人税等合計 11,870 4,644

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,536

四半期純利益 85,986 21,536
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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 22,826 146,177

減価償却費 193,729 153,825

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,892 9,655

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,505 52,338

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △1,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 △630

受取利息及び受取配当金 △6,182 △5,368

支払利息 2,072 1,825

有形固定資産廃棄損 104 1,864

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） △232,227 308,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,314 △18,009

仕入債務の増減額（△は減少） △35,677 △27,862

未払又は未収消費税等の増減額 23,088 △13,641

その他 △84,213 4,156

小計 △96,926 627,603

利息及び配当金の受取額 6,182 5,368

利息の支払額 △2,072 △1,825

法人税等の支払額 △94,038 △26,265

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,854 604,881

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

譲渡性預金の預入による支出 － △1,387,000

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 145 145

有形固定資産の取得による支出 △21,190 △41,721

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 △2,685 △3,471

無形固定資産の取得による支出 － △2,992

その他 14,850 12,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,880 △1,021,480

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △66,811 △59,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,811 △59,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,383 12,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △556,163 △463,531

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 1,558,604 1,136,820
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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） 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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）及び前第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７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「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。  

（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 
 881,034  683,821  1,564,856  －  1,564,856

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,277  4,654  5,932  (5,932)  －

計  882,312  688,475  1,570,788  (5,932)  1,564,856

営業利益又は営業損失

（△） 
 △108,789  100,840  △7,948  －  △7,948

  
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 
 443,268  593,139  1,036,407  －  1,036,407

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  614  614  (614)  －

計  443,268  593,753  1,037,022  (614)  1,036,407

営業利益又は営業損失

（△） 
 △55,508  141,554  86,046  －  86,046

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 
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〔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） 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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.各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

     （1）南米・・・・・・ブラジル 

     （2）その他の地域・・米国、インド、ベトナム他  

    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。 

  南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）       234,872            159,396  394,268

Ⅱ 連結売上高（千円）        －               －  1,564,856

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         15.0                10.2  25.2

  南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  233,000  128,340  361,340

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,036,407

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  22.5  12.4  34.9
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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）  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（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。  

  

  

  （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  1,498,779  546,199  2,044,979 ─  2,044,979

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 905  9,346  10,252  (10,252) ─ 

計  1,499,685  555,545  2,055,231  (10,252)  2,044,979

セグメント利益  140,300  17,797  158,098 ─  158,098

  （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  711,518  295,519  1,007,038 ─  1,007,038

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
─  2,601  2,601  (2,601) ─ 

計  711,518  298,121  1,009,639  (2,601)  1,007,038

セグメント利益  17,616  3,499  21,115 ─  21,115

（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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