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1.  平成22年4月期第3四半期の業績（平成21年5月1日～平成22年1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 ％

22年4月期第3四半期 4,078 △47.3 △104 ― 11 △98.7 25 △94.0
21年4月期第3四半期 7,742 ― 905 ― 932 ― 430 ―

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

22年4月期第3四半期 3.79 ―
21年4月期第3四半期 63.36 ―

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

22年4月期第3四半期 9,096 6,775 74.5 997.30
21年4月期 9,051 6,744 74.5 992.70

（参考） 自己資本   22年4月期第3四半期  6,775百万円 21年4月期  6,744百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年4月期 ― 0.00 ―
22年4月期 

（予想）
15.00 15.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 5,970 △31.4 50 △92.3 180 △75.4 120 △60.6 17.66



4.  その他 
(1) 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  有  

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期第3四半期 6,800,000株 21年4月期  6,800,000株
② 期末自己株式数 22年4月期第3四半期  6,187株 21年4月期  6,187株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第3四半期 6,793,813株 21年4月期第3四半期 6,793,813株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年12月８日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



 

【定性的情報・財務諸表等】 

 

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我が国経済は、経済対策の効果により一部回復の兆しが見えま

したが、企業収益や雇用情勢において依然として厳しく、デフレ懸念による景気の不透明な状況

が続きました。また、海外におきましても主要各国による経済対策と景気刺激策の効果により、

中国及びインドネシアなど一部新興国を中心に回復の傾向を示し、景気下げ止まりの兆しが見え

てまいりましたが、北米・欧州などでは引続き厳しい状況が続いております。その中で当第３四

半期累計期間の当社の業績は、主力である建設機械向け製品の需要が、建設機械メーカーの在庫

調整も一部の企業でほぼ終わり、中国などの新興国からの需要が回復傾向にあるものの、前年同

期と比べますと減少となりました。また、自動車用鍛造部品におきましても、自動車業界の回復

基調はありましたが前年同期を下回りました。 

当第３四半期累計期間は、売上高は 40 億 78 百万円（前年同期比 47.3％減、36 億 63 百万円減）、

営業損失１億４百万円（前年同期は営業利益９億５百万円）、経常利益 11 百万円（前年同期比

98.7％減、９億 20 百万円減）、四半期純利益 25 百万円（前年同期比 94.0％減、４億４百円減）

となりました。 

主要な部門別の概況は以下のとおりであります。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上 24 億 94 百万円（前年同期比 56.2％減、31 億 99 百万円減）、

海外売上６億 39 百万円（前年同期比 6.6％減、45 百万円減）となりました。 

当部門は、景気刺激策の効果が出てきている中国及びインドネシアなどの新興国において回復

の兆しが出てきておりますが、その他の地域では引続き厳しい状況が続いております。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、６億 85 百万円（前年同期比 11.0％減、84 百万円減）となりまし

た。 

自動車業界は徐々に回復基調が見受けられ期待しております。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、75 百万円（前年同期比 77.2％減、２億 57 百万円減）となりました。 

当部門も製造業の設備投資の抑制により、内外需要の減少が影響しております。 

 

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３四半期累計期間末の財政状態は、総資産は 90 億 96 百万円となり前事業年度末と比して

45 百万円の増加となりました。 

資産の部では、流動資産は 46 億 49 百万円となり、受取手形及び売掛金が前事業年度末に比し

て６億 27 百万円増加したことにより、前事業年度末と比して３億 54 百万円増加しました。固定

資産は 44 億 46 百万円となり、有形固定資産が 35 億４百万円となり前事業年度末と比して３億

97 百万円減少、投資その他の資産は９億 34 百万円となり前事業年度末と比して 88 百万円増加し

たことより、前事業年度末と比して３億９百万円減少しました。 

負債の部では、流動負債は 16 億 23 百万円となり、支払手形及び買掛金が前事業年度末と比し

て４億 51 百万円増加、設備関係支払手形が前事業年度末と比して３億 17 百万円減少したことよ

り、前事業年度末と比して１億 24 百万円増加しました。 

純資産の部は、別途積立金の増加、繰越利益剰余金の減少により、67 億 75 百万円となり、前

事業年度末と比して 31 百万円増加しました。 

以上により自己資本比率は 74.5％となりました。 

 

 

 

 



 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は９

億 77 百万円となり、前事業年度末と比して 92 百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前四半期純利益 37 百万円、減価償却費４億 99 百万円、仕入債務の増加４億 51 百万円、法

人税等の還付額１億 61 百万円を計上しました。一方で売上債権の増加６億 30 百万円を計上した

ことを主な要因として、営業活動により得られた資金は６億 90 百万円となりました（前年同期比

２億 77 百万円増）。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得に５億 51 百万円充当したことから、投資活動により３億 62 百万円の資金

を要しました（前年同期比９億 29 百万円の支出減）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払に１億１百万円、長期借入金の返済に１億 33 百万円の資金を充当したことから、

財務活動により２億 35 百万円の資金を要しました（前年同期は４億 98 百万円の収入）。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期における業績の進捗並びに今後の受注動向を勘案し、業績予想の見直しを行なっ

た結果、平成 21 年 12 月８日に発表しました平成 22 年４月期の業績予想を修正しております。詳

細は、本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

４．その他 

(1) 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 

簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

たな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を基礎

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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

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定額を期間按分して算定しております。 

 

(2) 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 

該当事項はありません。 

 



５．四半期財務諸表 
（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１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,057,274 1,914,315

受取手形及び売掛金 1,995,708 1,367,885

有価証券 57,569 207,067

商品及び製品 185,829 186,461

仕掛品 145,810 86,052

原材料及び貯蔵品 106,170 137,193

その他 101,276 396,266

流動資産合計 4,649,639 4,295,242

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,726,552 1,957,352

その他（純額） 1,778,130 1,944,966

有形固定資産合計 3,504,683 3,902,319

無形固定資産 7,640 7,951

投資その他の資産   

投資有価証券 774,617 637,473

その他 183,539 229,212

貸倒引当金 △23,752 △20,892

投資その他の資産合計 934,404 845,794

固定資産合計 4,446,728 4,756,065

資産合計 9,096,367 9,051,307

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,035,779 584,580

未払法人税等 2,664 －

賞与引当金 62,688 124,041

その他 522,186 789,865

流動負債合計 1,623,318 1,498,486

固定負債   

長期借入金 184,250 333,920

退職給付引当金 158,510 169,467

役員退職慰労引当金 228,349 249,197

その他 126,482 56,017

固定負債合計 697,592 808,602

負債合計 2,320,911 2,307,089



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 5,489,706 5,565,841

自己株式 △5,332 △5,332

株主資本合計 6,540,615 6,616,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 234,840 127,467

評価・換算差額等合計 234,840 127,467

純資産合計 6,775,456 6,744,218

負債純資産合計 9,096,367 9,051,307



（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20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 7,742,108 4,078,157

売上原価 6,090,272 3,675,111

売上総利益 1,651,836 403,046

販売費及び一般管理費 746,308 507,547

営業利益又は営業損失（△） 905,528 △104,500

営業外収益   

受取利息 8,286 5,453

受取配当金 15,267 9,853

助成金収入 － 87,155

その他 4,149 18,078

営業外収益合計 27,703 120,541

営業外費用   

支払利息 684 4,081

営業外費用合計 684 4,081

経常利益 932,547 11,959

特別利益   

貸倒引当金戻入額 334 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 27,359

補助金収入 － 70,900

特別利益合計 334 98,259

特別損失   

固定資産除却損 3,871 2,197

投資有価証券評価損 8,822 －

ゴルフ会員権評価損 392 －

固定資産圧縮損 － 70,841

特別損失合計 13,086 73,039

税引前四半期純利益 919,795 37,179

法人税、住民税及び事業税 307,481 1,737

法人税等調整額 181,841 9,669

法人税等合計 489,322 11,407

四半期純利益 430,473 25,772



（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20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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 919,795 37,179

減価償却費 395,206 499,381

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,629 △61,353

貸倒引当金の増減額（△は減少） △334 2,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,647 △10,956

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 40,533 △20,848

受取利息及び受取配当金 △23,553 △15,307

支払利息 684 4,081

固定資産除却損 3,871 2,197

固定資産圧縮損 － 70,841

投資有価証券評価損益（△は益） 8,822 －

補助金収入 － △70,900

売上債権の増減額（△は増加） 316,232 △630,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,412 △28,103

仕入債務の増減額（△は減少） △64,305 451,199

その他 △143,418 219,178

小計 1,283,845 448,767

利息及び配当金の受取額 23,213 15,590

利息の支払額 △720 △3,553

補助金の受取額 － 70,900

法人税等の還付額 － 161,205

法人税等の支払額 △893,458 △2,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,879 690,236

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 △1,030,000 △1,030,000

定期預金の払戻による収入 1,030,000 1,030,000

有形固定資産の取得による支出 △1,278,707 △551,977

無形固定資産の取得による支出 － △1,199

有価証券の償還による収入 － 200,068

投資有価証券の取得による支出 △30,065 △7,668

その他 16,847 △1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,291,926 △362,243

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 － △133,040

配当金の支払額 △101,199 △101,993

財務活動によるキャッシュ・フロー 498,800 △235,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △380,246 92,958

現金及び現金同等物の期首残高 1,533,076 884,315

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,152,830 977,274



 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(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。 

 

６．その他の情報 

 

販売実績 

当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第３四半期会計期間  
（自平成 21 年 11 月 １日 前年同四半期比（％） 部  門 
至平成22年 １月31日）  

 建設機械（千円）  1,388,462 95.9 

 自動車関連（千円）  245,749 154.5 

 産業機械（千円）  34,027 36.9 

 その他（千円）  58,731 107.8 

 合計（千円）  1,726,971 98.5 

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間における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。 
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

（自平成 20 年 11 月 １日 （自平成 21 年 11 月 １日 

至平成 21年 １月 31日） 至平成 22年 １月 31日）
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
㈱小松製作所 334,952 19.1 259,161 15.0

ファスナーテック貿易㈱ － － 251,880 14.6

コマツ物流㈱ 283,114 16.1 211,006 12.2

コベルコ建機㈱ － － 208,092 12.0

（注）前第３四半期会計期間のファスナーテック貿易㈱及びコベルコ建機㈱への販売

実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が 100

分の 10 未満となっているため記載を省略しております。 

４．前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間における主な輸出先及び輸出販売

高及び割合は次のとおりであります。 
なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 
（自平成 20 年 11 月 １日 （自平成 21 年 11 月 １日 

至平成 21年 １月 31日） 至平成 22年 １月 31日）
輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
北米 － － 30,488 10.7

アジア － － 250,775 87.7

欧州 － － 4,620 1.6

合計 －

（ －％）

－ 285,884 

（16.6％） 

100.0

（注）前第３四半期会計期間は総販売実績に対する輸出販売高の割合が 100 分の 10 未

満であるため記載しておりません。 

  以上 
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