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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） 

 

(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3四半期 3,063 25.8 209 ― 220 305.7 98 ―

22年3月期第3四半期 2,436 △56.9 9 △98.7 54 △92.9 7 △98.2

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 24.62 ―

22年3月期第3四半期 1.92 ―

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 6,737 5,754 85.4 1,438.98
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3四半期  5,754百万円 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  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 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「その他の情報」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3Q 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3Q  934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3Q 3,999,127株 22年3月期3Q 3,999,165株
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（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、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、急速な円高の進行、景気対策の終了、長期化する雇用情勢の低迷などから、景気の先行

きは依然として不透明な状況が続いております。 

  このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、3,063百万円と前年同期に比較して627百万円(前年

同期比25.8%増）の増収となりました。事業の種類別セグメントでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の増加によ

り2,202百万円(前年同期比57.3%増）、工作機械製造事業が専用機等の減少により、861百万円(前年同期比16.8％

減）となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品製造事業の大幅な売上増が主な要因となり、営業利益は209百万円（前年同期

比2,025.2%増）、経常利益220百万円（前年同期比305.5%増）、四半期純利益は98百万円(前年同期比1,180.7%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、前連結会計年度末に比べ４

百万円増加し、6,737百万円となりました。   

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ資産除去債務が増加したこと等により、微増し983百万円となりま

した。  

  純資産は利益剰余金の増加などにより5,754百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円増加しました。 

  

（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11月11日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

（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 

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する方法によっております。 

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441千円減少し、税金等調整前四半期純利益は16,799千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」の科目で表示しております。   

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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（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。   

㈱桜井製作所（7255）平成23年３月期　第３四半期決算短信

-3-



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 1,149,226 826,351

受取手形及び売掛金 639,156 847,115

有価証券 1,187,000 1,187,000

製品 16,508 26,135

仕掛品 455,637 347,138

原材料 45,692 31,596

繰延税金資産 8,294 5,040

その他 7,425 19,697

貸倒引当金 △1,015 △1,644

流動資産合計 3,507,927 3,288,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 684,736 734,467

機械装置及び運搬具（純額） 751,115 881,061

土地 638,912 638,912

その他（純額） 22,161 31,235

有形固定資産合計 2,096,926 2,285,677

無形固定資産 5,043 6,268

投資その他の資産 1,127,969 1,152,830

固定資産合計 3,229,938 3,444,776

資産合計 6,737,865 6,733,207
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（単位：千円）

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   

買掛金 234,118 249,220

未払法人税等 72,785 27,817

役員賞与引当金 2,250 2,970

その他 153,346 188,488

流動負債合計 462,500 468,497

固定負債   

退職給付引当金 286,391 273,010

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 24,227 －

その他 191,990 223,532

固定負債合計 520,789 514,723

負債合計 983,290 983,220

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 5,513,865 5,474,604

自己株式 △771 △728

株主資本合計 5,739,358 5,700,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154,124 163,466

為替換算調整勘定 △138,907 △113,619

評価・換算差額等合計 15,216 49,847

純資産合計 5,754,574 5,749,987

負債純資産合計 6,737,865 6,733,207
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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：千円）

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 2,436,132 3,063,895

売上原価 2,066,553 2,431,957

売上総利益 369,578 631,938

販売費及び一般管理費 359,738 422,814

営業利益 9,840 209,123

営業外収益   

受取利息 6,326 4,060

受取配当金 3,033 4,468

賃貸収入 38,522 38,856

助成金収入 15,536 －

雑収入 5,485 2,076

営業外収益合計 68,905 49,461

営業外費用   

支払利息 3,673 2,118

不動産賃貸原価 12,915 12,781

為替差損 7,493 22,840

雑損失 246 61

営業外費用合計 24,327 37,801

経常利益 54,417 220,783

特別利益   

固定資産売却益 － 432

貸倒引当金戻入額 － 552

特別利益合計 － 985

特別損失   

固定資産売却損 － 150

固定資産廃棄損 1,372 2,077

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 1,372 19,816

税金等調整前四半期純利益 53,045 201,952

法人税、住民税及び事業税 51,700 110,800

法人税等調整額 △6,341 △7,291

法人税等合計 45,358 103,508

少数株主損益調整前四半期純利益 － 98,444

四半期純利益 7,686 98,444
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 871,276 1,018,916

売上原価 723,157 819,601

売上総利益 148,118 199,314

販売費及び一般管理費 130,329 148,540

営業利益 17,789 50,774

営業外収益   

受取利息 2,123 1,642

受取配当金 1,054 1,518

賃貸収入 13,152 13,757

為替差益 2,778 －

雑収入 767 －

営業外収益合計 19,876 16,918

営業外費用   

支払利息 1,601 293

不動産賃貸原価 4,331 4,291

為替差損 － 7,167

雑損失 246 155

営業外費用合計 6,178 11,908

経常利益 31,487 55,783

特別利益   

固定資産売却益 － 354

特別利益合計 － 354

特別損失   

固定資産売却損 － 150

固定資産廃棄損 1,267 212

特別損失合計 1,267 362

税金等調整前四半期純利益 30,219 55,775

法人税、住民税及び事業税 10,700 7,100

法人税等調整額 13,196 25,184

法人税等合計 23,896 32,284

少数株主損益調整前四半期純利益 － 23,491

四半期純利益 6,322 23,491
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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) 

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 53,045 201,952

減価償却費 290,943 230,436

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,120 13,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 △720

貸倒引当金の増減額（△は減少） 535 △629

受取利息及び受取配当金 △9,360 △8,529

支払利息 3,673 2,118

有形固定資産売却損益（△は益） － △282

有形固定資産廃棄損 1,372 2,077

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,357

為替差損益（△は益） 200 －

売上債権の増減額（△は増加） △59,557 185,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,928 △113,210

仕入債務の増減額（△は減少） △31,489 △14,484

未払又は未収消費税等の増減額 12,074 △11,936

その他 △71,259 △13,542

小計 180,368 488,049

利息及び配当金の受取額 9,360 8,529

利息の支払額 △3,673 △2,118

法人税等の支払額 △141,016 △64,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,039 429,683

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 △413,000 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000 413,000

譲渡性預金の預入による支出 － △1,537,000

譲渡性預金の払戻による収入 － 837,000

貸付金の回収による収入 245 245

有形固定資産の取得による支出 △29,458 △69,380

有形固定資産の売却による収入 － 948

無形固定資産の取得による支出 － △3,727

投資有価証券の取得による支出 △4,033 △5,217

その他 24,663 20,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △408,583 △356,622

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △42

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 △59,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,520 9,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △434,876 22,874

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 1,679,891 1,623,226
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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） 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）及び前第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 
 1,400,176  1,035,955  2,436,132  －  2,436,132

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,290  5,172  6,463  (6,463)  －

計  1,401,467  1,041,128  2,442,595  (6,463)  2,436,132

営業利益又は営業損失

（△） 
 △89,328  99,168  9,840  －  9,840

  
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 
 519,141  352,134  871,276  －  871,276

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 12  518  530  (530)  －

計  519,154  352,652  871,807  (530)  871,276

営業利益又は営業損失

（△） 
 19,460  △1,671  17,789  －  17,789

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） 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）       246,872            220,120  466,992

Ⅱ 連結売上高（千円）        －               －  2,436,132

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）         10.1                9.0  19.2

  南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  12,000  60,723  72,723

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  871,276

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  1.4  7.0  8.3
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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）  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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  2,202,354  861,540  3,063,895 ─  3,063,895

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,281  11,651  13,933  (13,933) ─ 

計  2,204,636  873,192  3,077,829  (13,933)  3,063,895

セグメント利益  181,527  27,596  209,123 ─  209,123

  （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  703,574  315,341  1,018,916 ─  1,018,916

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,376  2,304  3,680  (3,680) ─ 

計  704,951  317,646  1,022,597  (3,680)  1,018,916

セグメント利益  41,226  9,547  50,774 ─  50,774

（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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