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(百万円未満切捨て) 

1. 平成 23 年３月期第３四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22年 12 月 31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３四半期 26,299 16.1 2,163 93.7 1,959 91.6 1,132 27.5 
22年３月期第３四半期 22,659 △20.1 1,116 ― 1,022 ― 887 ― 
 

 
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３四半期 51 37 ―  
22年３月期第３四半期 40 28 ―  
 
 (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３四半期 34,436 11,055 28.8 450 59 
22年３月期 33,662 10,026 26.7 407 59  
(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 9,928百万円  22年３月期 8,981百万円 

 

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 ―  ―  ―  9 00 9 00 

 23年３月期 ―  ―  ―      

 23年３月期(予想)       ―  ―  

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 23年３月期(予想)の配当予想につきましては、現時点で未定とさせていただきます。 

 

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)  

 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 34,600 9.4 2,400 67.4 2,200 73.4 1,100 △0.4 49 92 

(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 「２.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３Ｑ 22,100,000株 22年３月期 22,100,000株 

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 66,452株 22年３月期 64,935株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 22,034,502株 22年３月期３Ｑ 22,036,419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、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．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、四半期決算短信【添付資料】P.２「１．当四半期の連結業績等に関する

定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．平成 23 年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時

点では未定とし業績の進捗等を見きわめた上で配当予想が固まり次第、速やかに開示いたしま

す。



 
 
 
 
 
 

 

（参考）個別業績予想 

平成 23年３月期の個別業績予想（自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31 日） 
（％表示は、対前期増減率） 

 
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 

通期 28,700   6.3 1,000  6.2 1,100   11.0 500  △17.7     22   69 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成 21 年３月を底として緩やかな回復を続けて

おりましたが、円高の進展に伴う輸出の減速、駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込みなどに

より、平成 22 年秋頃から足踏み状態となりました。自動車需要につきましては、エコカー補助金終了

前の駆け込み需要などから夏場にかけて強い動きとなりましたが、秋口以降はその反動から低迷しま

した。 

こうした状況のもと、自動車産業界におきましては、減税・助成金制度によるエコカーブーム、エ

コカー補助金終了直前の駆け込み需要もあり、当社グループの受注量は増加し、当第３四半期連結累

計期間の売上高は 26,299 百万円と前年同四半期連結累計期間に対し 3,639 百万円、16.1％の増収とな

りました。利益面につきましても製造コストの低減活動等の効果もあり、営業利益 2,163 百万円（前

年同四半期連結累計期間比 1,046 百万円増）、経常利益 1,959 百万円（前年同四半期連結累計期間比

936 百万円増）となりました。なお、厚生年金基金からの脱退に伴う脱退時特別掛金 463 百万円を特別

損失として第２四半期に計上しましたが、四半期純利益は 1,132 百万円（前年同四半期連結累計期間

比 244百万円増）となりました。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比 1,264

百万円増）等により、16,853 百万円（前連結会計年度末比 1,562 百万円増）となりました。固定資産

につきましては、株価の回復により投資有価証券の評価額が増加（前連結会計年度末比 145 百万円

増）したものの、新規の設備投資を必要最小限にとどめたことにより有形固定資産が減少（前連結会

計年度末比 1,013 百万円減）したこと等により、17,582 百万円（前連結会計年度末比 789 百万円減）

となりました。 

この結果、資産合計は 34,436 百万円（前連結会計年度末比 773 百万円増）となりました。 

流動負債につきましては、生産回復に伴う仕入の増加によって支払手形及び買掛金が増加（前連結

会計年度末比 209 百万円増）しましたが、短期借入金の減少（前連結会計年度末比 477 百万円減）等

により、16,326 百万円（前連結会計年度末比 452 百万円減）となりました。固定負債につきましては

資産除去債務の計上による増加（前連結会計年度末比 282 百万円増）、及びリース債務の増加（前連

結会計年度末比 46 百万円増）等により、7,053 百万円（前連結会計年度末比 197 百万円増）となりま

した。 

この結果、負債合計は 23,380 百万円（前連結会計年度末比 255 百万円減）となりました。 

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が 933 百万円増加、その他有価証券評価差額

金・為替換算調整勘定が 13 百万円増加したことにより、少数株主持分を除くと 9,928 百万円（自己資

本比率 28.8％）となりました。 

 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成 22 年 10 月 29 日に発表しました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」から変更はありません。 
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2. その他の情報 
 

(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  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が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等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。                       

 

② 棚卸資産の評価方法 
当第３四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、第２四半期連結会

計期間末の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。 
 
③ 法人税等並びに繰延税金資産及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、
一時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。 
 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 
 金型は年度中の取得、売却又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上記以外は、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。 

 

④ 経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
 

⑤ 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。 

   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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
（会計処理基準に関する事項の変更） 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

  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、営業利益及び経常利益への影響は軽微ながら、税金等調整前四半期純利益は143百

万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は282百万円

であります。 

 
②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 

  なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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（表示方法の変更） 
四半期連結損益計算書関係 

「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

３四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」の科目を表示しております。  

-4-



 
 
 
 

（株）ファインシンター（5994）平成 23年 3月期 第３半期決算短信 

 

 
 
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３四半期連結会計期間末 

(平成 22年 12月 31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  6,098  4,833 

  受取手形及び売掛金  8,063  7,788 

  商品及び製品  487  514 

  仕掛品  1,192  1,236 

  原材料及び貯蔵品  853  773 

  繰延税金資産  32  34 

  その他  127  112 

  貸倒引当金  △2  △2 

  流動資産合計  16,853  15,290 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  9,988  9,793 

    減価償却累計額  △5,192  △4,957 

    建物及び構築物（純額）  4,796  4,836 

   機械装置及び運搬具  30,539  31,160 

    減価償却累計額  △24,906  △24,411 

    機械装置及び運搬具（純額）  5,632  6,749 

   工具、器具及び備品  7,057  6,627 

    減価償却累計額  △6,312  △5,898 

    工具、器具及び備品（純額）  745  728 

   土地  3,180  3,180 

   リース資産  793  740 

    減価償却累計額  △165  △118 

    リース資産（純額）  627  622 

   建設仮勘定  549  429 

   有形固定資産合計  15,532  16,546 

  無形固定資産     

   のれん  42  56 

   電話加入権  11  11 

   リース資産  84  80 

   その他  72  74 

   無形固定資産合計  211  223 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  1,441  1,295 

   長期貸付金  173  204 

   繰延税金資産  165  42 

   その他  69  75 

   貸倒引当金  △10  △15 

   投資その他の資産合計  1,839  1,602 

  固定資産合計  17,582  18,372 

 資産合計  34,436  33,662 
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    （単位：百万円） 

    
 当第３四半期連結会計期間末 

(平成 22年 12月 31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  5,661  5,451 

  短期借入金  7,381  7,858 

  1 年内返済予定の長期借入金  1,303  1,301 

  リース債務  116  102 

  未払法人税等  82  97 

  未払消費税等  121  297 

  未払費用  445  454 

  繰延税金負債  ─  6 

  賞与引当金  400  737 

  役員賞与引当金  18  22 

  設備関係支払手形  246  77 

  その他  548  371 

  流動負債合計  16,326  16,779 

 固定負債     

  長期借入金  2,610  2,855 

  リース債務  775  729 

  繰延税金負債  347  300 

  退職給付引当金  2,582  2,501 

  役員退職慰労引当金  91  104 

  資産除去債務  282  ─ 

  その他  364  364 

  固定負債合計  7,053  6,856 

 負債合計  23,380  23,636 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  2,203  2,203 

  資本剰余金  1,722  1,722 

  利益剰余金  6,144  5,211 

  自己株式  △21  △20 

  株主資本合計  10,049  9,116 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  441  370 

  為替換算調整勘定  △562  △506 

  評価・換算差額等合計  △121  △135 

 少数株主持分  1,127  1,045 

 純資産合計  11,055  10,026 

負債純資産合計  34,436  33,662 
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(2) 四半期連結損益計算書     

【第３四半期連結累計期間】     

    （単位：百万円） 

    

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成 21年 ４月 １日 

     至 平成 21年 12月 31日) 

  

当第３四半期連結累計期間                                       
(自 平成 22年 ４月 １日 

    至 平成 22年 12月 31日) 

売上高  22,659  26,299 

売上原価  19,286  21,727 

売上総利益  3,373  4,571 

販売費及び一般管理費  2,256  2,408 

営業利益  1,116  2,163 

営業外収益     

 受取利息  10  13 

 受取配当金  14  22 

 為替差益  0  ― 

 助成金収入  34  ― 

 作業くず売却収入  20  34 

 雑収入  74  89 

 営業外収益合計  155  160 

営業外費用     

 支払利息  200  152 

 固定資産除却損  33  118 

 為替差損  ―  52 

 雑支出  15  39 

 営業外費用合計  249  364 

経常利益  1,022  1,959 

特別利益     

 固定資産処分益  2  ― 

 特別利益合計  2  ― 

特別損失     

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  ―  128 

 厚生年金基金脱退特別掛金  ―  463 

 特別損失合計  ―  592 

税金等調整前四半期純利益  1,025  1,366 

法人税等  15  32 

少数株主損益調整前四半期純利益  ―  1,334 

少数株主利益  122  202 

四半期純利益  887  1,132 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12月 31 日） 

（単位：百万円） 
 粉末冶金

製品事業 
油圧機器

製品事業 計 消去又 
は全社 連結 

売上高 
（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

21,546 

― 

 

1,112 

― 

 

22,659 

― 

 

― 

― 

 

22,659 

― 

計 21,546 1,112 22,659 ― 22,659 

営業利益 1,941 294 2,235 (1,118) 1,116 

(注)  １. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２. 各事業の主な製品 

      (1) 粉末冶金製品事業……自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

      (2) 油圧機器製品事業……モーターポンプ 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12月 31 日） 

                               （単位：百万円） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 
売上高 
（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 

19,169 

732 

 

2,533 

― 

 

957 

― 

 

22,659 

732 

 

― 

(732) 

 

22,659 

― 

計 19,901 2,533 957 23,392 (732) 22,659 

営業利益又は営業損失(△) 809 362 △57 1,114 2 1,116 

(注)  １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      (1) アジア……タイ・中国 

      (2) 北  米……米国  

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年 12月 31 日） 

                              （単位：百万円） 
 アジア 北米 計 
Ⅰ 海 外 売 上 高 2,562 1,195 3,757 

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 22,659 

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 
海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

11.3 5.3 16.6 

(注)  １. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      (1) アジア……タイ・中国 

      (2) 北  米……米国  

   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。 
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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いる

ものであります。 

当社は、自動車や鉄道車両等の輸送用機器メーカーを主たる顧客として、金属粉末をもとに高強

度、高精度、耐摩耗性あるいは摩擦摺動性など最終製品が要求する様々な特性を焼結部品の形で実

現し、製造・販売する「粉末冶金製品事業」と高精度、高強度の焼結部品をポンプ心臓部に応用し

て小型油圧機器を製造・販売する「油圧機器製品事業」の２つを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３四半期連結累計期間（自 平成 22年４月１日 至 平成 22年 12月 31日） 

                                （単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注２） 

粉末冶金 
製品事業 

油圧機器

製品事業 計 

売上高 
外部顧客への売上高 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 

24,834 

― 

 

1,464 

― 

 

26,299 

― 

 

― 

― 

 

26,299 

― 

計 24,834 1,464 26,299 ― 26,299 

セグメント利益 2,967 388 3,356 △1,193 2,163 

（注）１．セグメント利益の調整額△1,193 百万円は、全社費用であります。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。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。    
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４．(参考)四半期財務諸表 (個別) 
 

（1）. (要約) 四半期個別貸借対照表 

                                                         （単位：百万円） 

 当第３四半期会計期間末 

 

（平成 22年 12月 31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               13,597               12,866 

  固定資産               15,833               16,213 

資産合計               29,430               29,080 

負債の部   

  流動負債               14,075               14,188 

  固定負債                6,052                5,882 

 負債合計               20,127               20,071 

純資産の部   

  株主資本                8,863                8,638 

  評価・換算差額等                  440                  370 

 純資産合計                9,303                9,009 

負債純資産合計               29,430               29,080 

 

 

（2）．(要約) 四半期個別損益計算書 

                                                         （単位：百万円） 

 前第３四半期累計期間 

（自 平成 21年 ４月 １日 

   至 平成 21年 12月 31日）   

 当第３四半期累計期間 

（自 平成 22年 ４月 １日 

  至 平成 22年 12月 31日）   

売上高        19,566        21,800 

営業利益                   639                 1,009 

経常利益                   586                 984 

四半期純利益                   582                 423 

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則」 （平

成 19 年内閣府令第 63 号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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