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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 1,197 87.6 69 ― 68 ― 39 ―

22年3月期第3四半期 638 △60.8 △125 ― △111 ― △70 ―

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 6.40 ―

22年3月期第3四半期 △11.29 ―

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 4,108 2,898 70.6 464.23
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3四半期  2,898百万円 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3Q  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3Q  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3Q  6,244,663株 22年3月期3Q  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３四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、一部で回復基調は維持したものの、デフレや円高傾向が長期

化するなど、先行き不透明感が残る状況で推移いたしました。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３四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３四半期累計期間の業績は、売上高につきましては1,197,618千円（前年同四半期比87.6％

増）となりました。 

 また、損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68,536千円（前年同四半

期は経常損失111,398千円）となり、四半期純利益は39,980千円（前年同四半期は四半期純損失70,495千円）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回復し、当第３四半期累

計期間の売上高は947,708千円（前年同四半期比138.1％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135,553千円（同47.6％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は結びつかず、売上高は114,356千円

（同23.0％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３四半期末における総資産は4,108,720千円となり、前事業年度末と比べ114,378千円増加いたしました。

主な要因は、受取手形及び売掛金135,956千円、たな卸資産66,482千円の増加に対し、主に減価償却による有形

固定資産71,407千円の減少によるものであります。  

 負債は1,209,889千円となり、前事業年度末と比べ75,839千円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び

買掛金172,664千円、未払法人税等35,000千円及び未払消費税等10,804千円の増加に対し、長期借入金154,066千

円の減少によるものであります。 

 純資産は2,898,830千円となり、前事業年度末と比べ38,539千円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金

39,980千円の増加によるものであります。  

② キャッシュ・フローの状況 

     当第３四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3,985千円減

少し、419,019千円となりました。 

     当第３四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154,519千円（前年同四半期は44,570千円の使用）となりました。 

     これは主に税引前四半期純利益71,168千円及び減価償却費75,823千円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4,218千円（前年同四半期は210,784千円の使用）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4,317千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） 

     財務活動の結果使用した資金は154,287千円（前年同四半期は159,991千円の使用）となりました。 

     これは主に長期借入金の返済による支出154,066千円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、現時点において平成22年８月10日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」の業績予想から変更はありません。 

  

  

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 当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

② 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。 

③ 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。 

④ 税金費用については、当第３四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 

   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。  

（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   

現金及び預金 675,250 679,236

受取手形及び売掛金 739,015 603,059

製品 15,355 19,009

仕掛品 240,005 206,999

原材料 159,104 121,973

その他 35,715 46,548

貸倒引当金 △1,437 △1,173

流動資産合計 1,863,010 1,675,654

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 841,808 882,036

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 179,649 210,829

有形固定資産合計 2,084,962 2,156,370

無形固定資産 1,945 2,201

投資その他の資産 158,802 160,115

固定資産合計 2,245,709 2,318,687

資産合計 4,108,720 3,994,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 363,463 190,799

1年内返済予定の長期借入金 157,396 200,952

未払法人税等 35,000 －

賞与引当金 3,500 7,333

その他 59,695 39,006

流動負債合計 619,055 438,090

固定負債   

長期借入金 297,401 407,911

退職給付引当金 41,239 38,569

役員退職慰労引当金 251,521 247,941

その他 672 1,537

固定負債合計 590,834 695,959

負債合計 1,209,889 1,134,050
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（単位：千円）

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) 

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 1,517,439 1,477,459

自己株式 △64 －

株主資本合計 2,899,325 2,859,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △494 882

評価・換算差額等合計 △494 882

純資産合計 2,898,830 2,860,291

負債純資産合計 4,108,720 3,994,342
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 638,424 1,197,618

売上原価 454,688 794,342

売上総利益 183,736 403,276

販売費及び一般管理費 309,185 334,054

営業利益又は営業損失（△） △125,449 69,222

営業外収益   

受取利息及び配当金 118 568

助成金収入 21,925 －

受取賃貸料 5,737 2,624

その他 1,952 2,802

営業外収益合計 29,734 5,995

営業外費用   

支払利息 9,249 6,670

貸倒引当金繰入額 6,433 －

その他 － 11

営業外費用合計 15,683 6,681

経常利益又は経常損失（△） △111,398 68,536

特別利益   

固定資産売却益 221 6

貸倒引当金戻入額 2,359 2,679

特別利益合計 2,581 2,686

特別損失   

固定資産売却損 － 54

固定資産除却損 532 －

減損損失 3,459 －

特別損失合計 3,992 54

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △112,809 71,168

法人税等 △42,313 31,188

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,495 39,980
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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) 

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
（△）

△112,809 71,168

減価償却費 91,034 75,823

減損損失 3,459 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,205 △2,415

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,169 △3,833

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,208 2,669

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,713 3,580

受取利息及び受取配当金 △118 △568

支払利息 9,249 6,670

有形固定資産売却損益（△は益） △221 47

固定資産除却損 532 －

売上債権の増減額（△は増加） 22,421 △135,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,577 △66,482

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,990 7,384

仕入債務の増減額（△は減少） 9,038 172,664

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,137 24,255

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,404 △864

その他 △1,822 2,813

小計 △16,387 156,956

利息及び配当金の受取額 118 568

利息の支払額 △9,249 △6,661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,052 3,656

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,570 154,519

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 △200,005 －

有形固定資産の取得による支出 △11,279 △4,317

有形固定資産の売却による収入 580 736

無形固定資産の取得による支出 － △440

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 △192 △179

投資活動によるキャッシュ・フロー △210,784 △4,218

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 △153,519 △154,066

自己株式の取得による支出 － △64

配当金の支払額 △6,472 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,991 △154,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △415,347 △3,985

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 497,159 419,019
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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３四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３四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３四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３四半期累計期間及び当第３四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） 

  
前年同四半期比(％) 

  

直動機器（千円）  941,986  228.4

精密部品加工（千円）  135,553  147.6

ユニット製品（千円）  114,356  77.0

合計（千円）  1,191,896  182.5

品目別 

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）  

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  909,708  195.4  94,378  98.0

精密部品加工  127,638  116.5  18,813  63.3

ユニット製品  166,533  145.9  59,333  54.8

合計  1,203,879  174.7  172,525  73.6

品目別 
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） 

  
前年同四半期比(％) 

  

直動機器（千円）  947,708  238.1

精密部品加工（千円）  135,553  147.6

ユニット製品（千円）  114,356  77.0

合計（千円）  1,197,618  187.6

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＴＨＫ株式会社  409,710  64.2  801,237  66.9
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