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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 13,435 55.1 △1,451 ― △1,868 ― △3,451 ―
20年3月期第3四半期 8,663 △46.1 △691 ― △710 ― △611 ―

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

21年3月期第3四半期 △429.79 ―
20年3月期第3四半期 △81.93 ―

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

21年3月期第3四半期 24,751 682 2.5 78.18
20年3月期 26,348 4,312 15.9 522.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  627百万円 20年3月期  4,195百万円

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  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 21,330 28.6 △2,270 ― △2,640 ― △4,210 ― △524.28

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  8,043,418株 20年3月期  8,043,418株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  13,453株 20年3月期  13,353株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  8,030,032株 20年3月期第3四半期  7,459,067株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融問題が更に表面化し、まさに世界的な経済恐慌という

状況を呈し、国内メーカーも軒並み減産による人員削減を実施する等、極めて深刻な景気後退が現実となってまいりまし

た。このような状況の中、当社グループにおきましては、引き続き、中国及びインド自動車メーカー向けプロジェクトを

中心とした展開となりましたが、世界規模の株安影響から更なる円の独歩高とも言える展開となり、これによる為替変動

の影響は如何ともし難く、当第３四半期連結会計期間末における各出荷プロジェクトの全般的な採算悪化は避けられない

ものとなりました。その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は13,435百万円（前年同期比55.1％増）と増収

となったものの、営業損失は1,451百万円となりました。また、営業外損益においては、海外関連会社における持分法に

よる投資利益282百万円を計上したものの、外貨建債権の評価替え等による為替差損負担が511百万円と大きく影響し、経

常損失については、1,868百万円となりました。これに加え、当四半期末において当社新潟工場閉鎖を決議したことによ

る減損処理を行うこととなり、特別損失は、1,196百万円となりました。また、次期においても課税所得が見込まれる状

況とならない中、従前認識していた繰延税金資産485百万円を法人税等調整額として消却した為、当第３四半期連結累計

期間における純損失は、3,451百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①自動車用プレス金型事業 

 当事業におきましては、全般的な受注価格低下の傾向が続く中、これと逆行する形で高留まってきた素材となります鋳

物をはじめとする鉄の価格は下降したものの、更なる円高進行の影響が極めて大きなものとなり、その採算確保は極めて

厳しい状況となりました。当第３四半期連結累計期間における売上高につきましては、中国及びインド向けプロジェクト

中心の出荷により、6,396百万円となりましたが、これらを取り巻く為替変動等の外部状況からの影響は如何ともし難く

全般的な採算を落とす中、特にインド向けプロジェクトの金型仕様変更に係る追加コスト負担による損失も加わり、営業

損失は1,255百万円となりました。 

  

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましては、当第３四半期連結累計期間におけるメインプロジェクトとなりますブラジル向け大型プロジェ

クトを出荷し、売上高は7,038百万円と大幅増収となりましたが、溶接ラインを構成する溶接ガン・制御装置等の購入品

の仕様認識の相違から調達負担が増加したことに為替変動による粗利減の影響も加わり、営業損失は170百万円となりま

した。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が外貨預金円転等

により737百万円の減少となり2,600百万円となり、四半期における売上が少なかったことから、受取手形及び売掛金

が、2,160百万円減少し、3,458百万円となりましたが、各プロジェクトにおける仕掛品が2,038百万円増加の10,154

百万円となった結果、資産合計では24,751百万円となりました。負債につきましては、長期借入金が約定返済進行に

より、220百万円減少の1,279百万円となりましたが、前受金が各プロジェクトに係る代金回収条件が好転する中、

821百万円増加の2,243百万円となったのに加え、短期借入金が1,180百万円増加の13,705百万円となった結果、負債

合計では24,068百万円となりました。資本につきましては、682百万円となり、3,630百万円減少いたしました。この

主な要因は、当第３四半期連結会計期間は当期純損失が3,451百万円となった結果、利益剰余金が3,515百万円減少し

たためであります。  

   

 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）につきましては、平成20年11月12日付に

て公表致しました業績予想を修正しております。詳しくは、本日、別途公表致しました「平成21年３月期業績予想及

び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、当該予想は、本資料の発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま

す。  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態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 
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当第３四半期連結会計期間において、主要な関係会社における異動はありません。 

  

   

    ① 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  

    ② 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

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

   

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）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 

（３）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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外のファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第

一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以

後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第３四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,600,659 3,337,478

受取手形及び売掛金 3,458,789 5,618,496

仕掛品 10,154,924 8,116,381

未収還付法人税等 － 52,433

繰延税金資産 － 429,459

その他 653,263 498,864

貸倒引当金 △52,431 △52,119

流動資産合計 16,815,204 18,000,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,133,274 2,711,946

機械装置及び運搬具（純額） 915,670 1,097,413

土地 2,430,572 2,448,161

建設仮勘定 347,049 45,087

その他（純額） 85,116 98,931

有形固定資産合計 5,911,684 6,401,539

無形固定資産   

ソフトウエア 126,965 128,297

その他 31,522 5,141

無形固定資産合計 158,487 133,439

投資その他の資産   

投資有価証券 417,787 437,807

長期貸付金 418,462 520,791

繰延税金資産 － 32,766

破産更生債権等 88,917 94,223

その他 1,030,359 822,330

貸倒引当金 △89,740 △95,248

投資その他の資産合計 1,865,786 1,812,671

固定資産合計 7,935,958 8,347,650

資産合計 24,751,163 26,348,644
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,182,448 4,172,355

短期借入金 13,705,862 12,525,273

未払法人税等 9,902 7,826

前受金 2,243,268 1,422,344

賞与引当金 － 267,342

その他 929,228 432,527

流動負債合計 21,070,710 18,827,669

固定負債   

長期借入金 1,279,851 1,499,785

長期未払金 22,391 25,590

退職給付引当金 1,489,255 1,474,656

役員退職慰労引当金 168,125 161,800

繰延税金負債 30,082 41,559

その他 7,956 5,460

固定負債合計 2,997,663 3,208,852

負債合計 24,068,373 22,036,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,174 910,174

資本剰余金 734,930 734,930

利益剰余金 △1,003,995 2,511,459

自己株式 △13,735 △13,703

株主資本合計 627,374 4,142,861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 409 53,094

評価・換算差額等合計 409 53,094

新株予約権 55,004 23,529

少数株主持分 － 92,637

純資産合計 682,789 4,312,123

負債純資産合計 24,751,163 26,348,644
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,435,201

売上原価 13,960,803

売上総損失（△） △525,602

販売費及び一般管理費 925,527

営業損失（△） △1,451,130

営業外収益  

受取利息 20,108

受取配当金 5,841

持分法による投資利益 282,558

その他 94,879

営業外収益合計 403,388

営業外費用  

支払利息 255,915

為替差損 511,524

その他 53,434

営業外費用合計 820,874

経常損失（△） △1,868,616

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,426

その他 1,167

特別利益合計 11,593

特別損失  

固定資産除却損 2,333

事業撤退損 1,194,060

特別損失合計 1,196,394

税金等調整前四半期純損失（△） △3,053,417

法人税、住民税及び事業税 5,730

法人税等調整額 485,203

法人税等合計 490,934

少数株主損失（△） △93,137

四半期純損失（△） △3,451,214
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,164,370

売上原価 3,069,309

売上総利益 95,060

販売費及び一般管理費 277,122

営業損失（△） △182,061

営業外収益  

受取利息 5,724

受取配当金 1,943

持分法による投資利益 68,243

その他 16,948

営業外収益合計 92,859

営業外費用  

支払利息 89,936

為替差損 560,376

その他 14,813

営業外費用合計 665,127

経常損失（△） △754,329

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,357

その他 518

特別利益合計 2,876

特別損失  

事業撤退損 1,194,060

特別損失合計 1,194,060

税金等調整前四半期純損失（△） △1,945,513

法人税、住民税及び事業税 1,730

法人税等調整額 441,924

法人税等合計 443,654

少数株主損失（△） △16,998

四半期純損失（△） △2,372,169
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △3,053,417

減価償却費 364,332

持分法による投資損益（△は益） △282,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,325

賞与引当金の増減額（△は減少） △267,342

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110

受取利息及び受取配当金 △25,949

支払利息 255,915

有形固定資産除却損 2,333

売上債権の増減額（△は増加） 2,159,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,002,670

未収消費税等の増減額（△は増加） △224,920

仕入債務の増減額（△は減少） △83,257

前受金の増減額（△は減少） 820,924

為替差損益（△は益） 40,993

事業撤退損失 1,194,060

その他 195,888

小計 △884,927

利息及び配当金の受取額 27,759

利息の支払額 △259,961

法人税等の支払額 △15,018

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,132,148

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 △638,878

定期預金の払戻による収入 183,550

有形固定資産の取得による支出 △508,908

無形固定資産の取得による支出 △72,104

有形固定資産の売却による収入 21

投資有価証券の取得による支出 △750

貸付けによる支出 △7,400

貸付金の回収による収入 121,361

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △923,116

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,465,765

長期借入れによる収入 412,000

長期借入金の返済による支出 △917,110

配当金の支払額 △64,180

少数株主への配当金の支払額 △500

自己株式の取得による支出 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー 895,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,192,147

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,201,924
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当社グループは、平成18年３月期において当期純損失1,069,747千円、平成19年３月期において当期純損失

623,109千円を計上し、平成20年３月期においても経常損失742,471千円、当期純損失1,024,959千円を計上して

おり、３期連続の大幅な当期純損失となっております。また、当第３四半期においても四半期純損失を計上して

おり、この結果、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、社内改革プロジェクトチームを立ち上げ、取締役会及び執行役員会

との連携のもとに策定した経営合理化計画を当社グループにおいて実施中であり、生産拠点の見直しを核とした

人員削減策、グループ全役員及び社員を対象とした、役員報酬並びに給与の減額、また、製造経費・一般管理販

売費の削減、これらと併せて生産技術・生産管理及び製造における改善策の実施により収益力の向上及び経営基

盤の強化を図っております。特に、生産拠点を従前の３工場体制から２工場に集約、生産効率を図ることによ

る、年間の固定費削減幅は大きく、当該計画を確実に実行することで、当社グループの財務状況は必ずや改善す

るものと考えております。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を当第３四半期におけ

る連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
自動車用プレ
ス金型事業 

（千円） 

自動車用溶接
治具事業 

（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  6,396,997  7,038,204  13,435,201  －  13,435,201

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,382,171  1,382,171 (1,382,171)  －

計  6,396,997  8,420,375  14,817,373 (1,382,171)  13,435,201

営業損失  1,255,127  170,587  1,425,715 (25,415)  1,451,130

事業区分 主要製品 

自動車用プレス金型事業  自動車用プレス金型、検査用治具 

自動車用溶接治具事業  自動車用溶接治具 

〔所在地別セグメント情報〕 
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当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （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．各区分に属する主な国又は地域 

(1）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………フランス、ロシア 

(4）北米………………アメリカ 

(5）中南米……………アルゼンチン、ブラジル、メキシコ 

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。 

  

〔海外売上高〕 

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  6,459,846  125,578  56,809  4,223,407  10,865,641

連結売上高（千円）            13,435,201

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  48.1  0.9  0.4  31.4  80.9

（６）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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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  8,663

Ⅱ 売上原価  8,394

売上総利益  268

Ⅲ 販売費及び一般管理費  959

営業損失  691

Ⅳ 営業外収益  284

１．受取利息  23

２．受取配当金  5

３．持分法による投資利益  152

４．その他  102

Ⅴ 営業外費用  303

１．支払利息  191

２．為替差損  51

３．その他  60

経常損失  710

Ⅵ 特別利益  286

１．固定資産売却益  12

２．貸倒引当金戻入  172

３．退職給付引当金戻入  95

４．その他  5

Ⅶ 特別損失  17

１．固定資産除却損  0

２．貸倒引当金繰入  7

３．その他  10

税金等調整前四半期純損失  441

法人税・住民税及び事業税  13

法人税等調整額  190

少数株主損失  △34

四半期純損失  611
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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