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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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2四半期 30,735 29.4 3,541 ― 2,759 ― 5,706 ―

22年3月期第2四半期 23,743 △33.9 △1,430 ― △1,935 ― △2,274 ―

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2四半期 143.21 ―

22年3月期第2四半期 △57.07 ―

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2四半期 84,528 27,095 26.1 553.87
22年3月期 82,266 22,225 20.8 430.15

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  22,068百万円 22年3月期  17,140百万円

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 ― 6.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 12.00

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  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 60,800 18.9 7,000 ― 5,800 ― 7,300 ― 183.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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 
・この四半期連結決算短信は、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ます。なお、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おります。 

※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。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページ「１．（３）連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照願います。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 2社 （社名
大同メタルアメリカＣＯＲＰ．       
大同メタルベルフォンテンＬＬＣ

）

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2Q 44,956,853株 22年3月期  44,956,853株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,112,914株 22年3月期  5,109,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 39,845,452株 22年3月期2Q 39,850,020株
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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２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）における経済環境

は、欧米の景気先行きに不透明感が高まるとともに、国内では急激な円高や厳しい雇用環境が続
きましたが、中国など新興国の牽引により緩やかな景気回復基調で推移しました。 
 
このような状況にあって、当社グループは、平成23年３月期での黒字化達成を最優先課題に掲

げ、「サバイバル・プラン」の推進課題を着実に実行してまいりました。 
 
当社グループにおける自動車業界は、昨年度の下半期以降よりの需要の回復と海外市場の新規

受注などにより、本年度当初から受注は順調に推移いたしました。 
また、非自動車分野におきましては、造船業界は厳しい状況から脱しつつも、本格的な回復基

調までにはまだ至っておりませんが、建設機械業界はこの上半期に入り急速な受注の回復傾向が
見られます。そのほか、一般産業の分野においても、着実に受注が伸びております。 
 
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は307億35百万円と、前年同四半期比69億91百

万円（+29.4％）の増収となりました。 
 

利益面は、増収効果に加え、「サバイバル・プラン」に沿った生産拠点体制の再構築、販売・
物流拠点の統廃合、生産性・設備効率の向上及び圧縮した固定費の維持によるコスト構造の改革
が定着しはじめたことなどの効果が利益拡大に結びついております。 

 
この結果、営業利益35億41百万円（前年同四半期は14億30百万円の営業損失）、経常利益27億

59百万円（前年同四半期は19億35百万円の経常損失）と、営業利益、経常利益とも過去最高とな
る大幅増益を達成することができました。 
 
また、平成22年９月30日をもって米国連結子会社２社（大同メタルアメリカCORP.及び大同メ

タルベルフォンテンLLC）の解散・清算手続完了に伴い法人税等調整額を37億36百万円計上した
ことにより、四半期純利益は57億6百万円（前年同四半期は22億74百万円の四半期純損失）と、
四半期純利益においても過去最高となる大幅な増益を達成することができました。 

 
(2) 連結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２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ22億61百

万円増加し、845億28百万円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末に比べ29億70百万円増加し、442億45百万円となりました。

これは主に、売上増に伴なう受取手形及び売掛金の増加によるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ７億９百万円減少し、402億82百万円となりました。

これは、投資その他の資産が16億45百万円増加した一方、有形固定資産及び無形固定資産が
23億54百万円減少したことによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ26億７百万円減少し、574億32百万円とな
りました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加などにより流動負債が８億67百万円増加
した一方、長期借入金の返済などで固定負債が34億74百万円減少したことによります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ48億69百万円増加し、270億95百万円と
なりました。これは主に、利益剰余金が増加したことによります。 

 
② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の
残高は、前連結会計年度末に比べ６億12百万円減少し、121億93百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、45億44百万円となりました。これは主に、売上債権の増加
などによる資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費などによる
資金の増加があったことによるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、11億60百万円となりました。これは主に、有形固定資産
の取得による支出があったことによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、37億75百万円となりました。これは主に、長期借入金及
び短期借入金の返済により資金が減少したことによるものです。 

2

大同メタル工業（株）（7245）平成23年３月期　第２四半期決算短信



(3) 連結業績予想に関する定性的情報 
最近の業績動向を踏まえ、本日付けで平成23年３月期通期の業績予想を、連結、個別とも修正

しております。 
詳細につきましては、本日開示の「平成23年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び

通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 
当第２四半期連結会計期間において、米国連結子会社であった大同メタルアメリカCORP．及び

大同メタルベルフォンテンLLCの解散・清算手続が平成22年９月30日付けで完了いたしました。 

なお、大同メタルアメリカCORP．が38.5％、大同メタルベルフォンテンLLCが61.5％出資して

おりました大同メタルU.S.A.INC.は、両社の解散・清算に伴い、平成22年９月30日をもって当社

100％出資の連結子会社となっております。 

 
(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２四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２四半期連結会計期間末の棚卸高の一部の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連
結会計年度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。 

また、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
売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 連結の範囲に関する事項の変更 
1）連結の範囲の変更 

当第２四半期連結会計期間において、大同メタルアメリカCORP．及び大同メタルベルフ
ォンテンLLCの解散・清算手続を完了したため、清算完了日以降より連結の範囲から除外
しております。 

2）変更後の連結子会社の数 
18社 

 
② 会計処理基準に関する事項の変更 

1）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱
い」の適用 
第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。これによる損益に与
える影響は軽微であります。 

2）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、営業利益及び経常利益は、2,787千円減少し、税金等調整前四半期純利益

は、147,558千円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 12,355,131 13,089,108

受取手形及び売掛金 17,701,455 16,303,642

有価証券 25,614 18,858

商品及び製品 3,737,707 3,898,459

仕掛品 4,531,837 4,169,019

原材料及び貯蔵品 2,546,121 2,468,118

その他 3,401,064 1,377,326

貸倒引当金 △53,270 △49,759

流動資産合計 44,245,662 41,274,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,920,180 10,478,656

機械装置及び運搬具（純額） 9,678,591 10,836,132

その他 12,342,113 12,705,474

有形固定資産合計 31,940,886 34,020,263

無形固定資産   

のれん 1,232,626 1,302,309

その他 1,194,172 1,399,993

無形固定資産合計 2,426,798 2,702,303

投資その他の資産   

投資その他の資産 5,978,685 4,334,898

貸倒引当金 △63,559 △65,477

投資その他の資産合計 5,915,125 4,269,420

固定資産合計 40,282,810 40,991,987

資産合計 84,528,472 82,266,761
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 9,102,483 8,184,448

短期借入金 10,615,895 12,604,570

1年内返済予定の長期借入金 6,948,659 5,211,768

未払法人税等 293,101 334,293

賞与引当金 922,664 725,213

製品補償引当金 232,000 218,405

債務保証損失引当金 139,266 －

その他 3,766,328 3,874,533

流動負債合計 32,020,400 31,153,234

固定負債   

長期借入金 16,249,786 19,597,782

退職給付引当金 3,836,659 3,737,164

環境対策引当金 54,447 －

負ののれん 9,744 10,834

資産除去債務 115,210 －

その他 5,146,739 5,541,765

固定負債合計 25,412,587 28,887,547

負債合計 57,432,987 60,040,781

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,273,178 7,273,178

資本剰余金 7,946,245 7,946,245

利益剰余金 9,875,509 4,169,077

自己株式 △1,395,477 △1,394,208

株主資本合計 23,699,455 17,994,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 315,078 354,827

為替換算調整勘定 △1,946,118 △1,208,634

評価・換算差額等合計 △1,631,039 △853,807

少数株主持分 5,027,069 5,085,494

純資産合計 27,095,485 22,225,979

負債純資産合計 84,528,472 82,266,761
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 23,743,678 30,735,212

売上原価 19,675,684 21,594,774

売上総利益 4,067,993 9,140,438

販売費及び一般管理費 5,498,753 5,599,360

営業利益又は営業損失（△） △1,430,759 3,541,078

営業外収益   

受取利息 3,838 14,890

受取配当金 5,280 13,255

為替差益 18,967 －

負ののれん償却額 2,608 1,089

持分法による投資利益 1,331 46,513

スクラップ売却収入 63,593 175,362

雇用調整助成金収入 80,599 －

その他 114,140 93,333

営業外収益合計 290,359 344,445

営業外費用   

支払利息 457,572 395,203

退職給付費用 194,077 194,077

為替差損 － 461,228

その他 143,467 75,670

営業外費用合計 795,117 1,126,179

経常利益又は経常損失（△） △1,935,517 2,759,343

特別利益   

固定資産売却益 5,219 18,229

貸倒引当金戻入額 41,692 6,392

投資有価証券割当益 － 18,924

子会社清算に伴う為替換算調整勘定整理益 － 92,634

特別利益合計 46,911 136,180

特別損失   

固定資産売却損 3,994 408

固定資産除却損 22,977 16,454

投資有価証券評価損 － 7,408

貸倒引当金繰入額 － 10,000

減損損失 120,999 60,316

たな卸資産評価損 24,040 －

特別退職金 25,526 －

子会社清算損 14,587 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144,770

リース解約損 26,164 －

過年度減価償却費 87,797 －

環境対策引当金繰入額 － 59,158

過年度支払技術料 － 5,000

債務保証損失引当金繰入額 － 139,266

特別損失合計 326,088 442,784

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,214,694 2,452,739
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 77,370 229,512

法人税等調整額 165,954 △3,604,500

法人税等合計 243,325 △3,374,988

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,827,728

少数株主利益又は少数株主損失（△） △183,753 121,295

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,274,265 5,706,432
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,214,694 2,452,739

減価償却費 2,589,624 2,334,702

減損損失 120,999 60,316

のれん償却額 69,683 69,683

負ののれん償却額 △2,608 △1,089

持分法による投資損益（△は益） △1,331 △46,513

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,583 5,116

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,075 197,450

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 139,266

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,211 79,801

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 54,447

受取利息及び受取配当金 △9,118 △28,146

支払利息 457,572 395,203

雇用調整助成金収入 △80,599 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,408

投資有価証券割当益（△は益） － △18,924

固定資産売却損益（△は益） △1,225 △17,820

固定資産除却損 22,977 16,454

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144,770

売上債権の増減額（△は増加） 1,363,342 △1,715,519

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,048,843 △517,308

仕入債務の増減額（△は減少） △3,857,695 1,349,092

未払消費税等の増減額（△は減少） 193,911 △234,572

その他の負債の増減額（△は減少） 105,240 504,481

その他 176,359 △88,000

小計 973,833 5,143,041

利息及び配当金の受取額 11,666 27,816

持分法適用会社からの配当金の受取額 7,627 16,233

利息の支払額 △460,622 △398,660

雇用調整助成金の受取額 81,140 －

子会社清算費用の支払額 △104,595 －

法人税等の支払額 △27,263 △243,566

法人税等の還付額 235,992 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 717,780 4,544,864
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △7,744 △19,527

定期預金の払戻による収入 32,846 104,224

有形固定資産の取得による支出 △2,162,526 △1,274,392

有形固定資産の売却による収入 49,661 50,956

無形固定資産の取得による支出 △66,051 △36,299

投資有価証券の取得による支出 △1,785 △19,207

貸付けによる支出 △6,008 △10,338

貸付金の回収による収入 12,839 14,296

その他 2,049 29,579

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,146,720 △1,160,709

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △66,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） △526,087 △1,811,817

長期借入れによる収入 5,432,991 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,460,994 △2,052,137

セール・アンド・リースバックによる収入 1,364,135 4,608

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,268,504 △314,170

割賦債務の返済による支出 △25,622 △26,124

自己株式の取得による支出 △432 △1,268

配当金の支払額 △119,551 －

少数株主への配当金の支払額 △28,704 △75,028

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,301,230 △3,775,938

現金及び現金同等物に係る換算差額 145,308 △220,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,017,599 △612,585

現金及び現金同等物の期首残高 8,947,108 12,806,554

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,964,707 12,193,969
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(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)セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

事業の種類として「軸受メタル」、「軸受メタル以外」に区分しておりますが、全セグメント売上高の合計

及び営業利益の金額の合計に占める「軸受メタル」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
 
前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：千円） 

 日本 北米 アジア 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に対
する売上高 

17,459,811 1,735,467 2,321,922 2,226,476 23,743,678 － 23,743,678

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2,181,427 55,907 320,516 37,370 2,595,221 (2,595,221) －

計 19,641,238 1,791,375 2,642,438 2,263,846 26,338,899 (2,595,221) 23,743,678

営業利益又は 
営業損失（△） 

△873,776 △476,300 129,524 △227,169 △1,447,722 16,962 △1,430,759

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度により決定しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米 ･･･アメリカ 

アジア･･･韓国、台湾、タイ、インドネシア、中国 

欧州 ･･･イギリス、モンテネグロ、ドイツ、チェコ、ロシア 
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【セグメント情報】 
 

（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2

0号  平成20年３月21日）を適用しております。 
 

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。 

当社グループは、自動車、船舶等の各種産業用潤滑軸受、組付時に潤滑材を充填する予潤滑軸受、完

全無給油の無潤滑軸受、特殊軸受、軸受以外のロータリーポンプ、集中潤滑装置等の製造及び国内外で

の製品等の販売を主な事業として取り組んでおります。 

当社グループは従来よりカンパニー制を導入し、経営の迅速化と課題の明確化に努めて参りました

が、平成２２年度より中央研究所と各カンパニーの開発部門を統合し研究開発所とし顧客ニーズに即応

した開発体制の強化を図るとともに、カンパニー横断的な営業組織として営業本部を設置し、お客様重

視の営業力強化を図ることと致しました。同時にカンパニー制につきましても、当社の顧客構造を反映

し自動車用軸受を製造するカンパニーと非自動車用軸受を製造するカンパニーに改変しております。 

従って、当社グループの構成単位は製品を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「自

動車用軸受事業」、「非自動車用軸受事業」の２つ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２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車用軸受 非自動車用軸受 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 25,040,433 5,582,151 30,622,584 112,627 30,735,212

  セグメント間の内部売上高又は
振替高 

102,879 130,394 233,274 44,873 278,147

計 25,143,313 5,712,545 30,855,858 157,501 31,013,360

セグメント利益 4,461,874 1,417,817 5,879,692 81,599 5,961,292

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおりま

す。 

 
③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び

当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 5,879,692

「その他」の区分の利益 81,599

セグメント間取引消去 △209,770

全社費用（注） △2,210,443

四半期連結損益計算書の営業利益 3,541,078

(注) 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。 

 
(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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（１）　業績の推移

①　第２四半期業績推移

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 対象中間期

売 上 高 26,300 100.0 28,930 100.0 18,655 100.0 26,490 100.0 28,930 平成20年9期

営 業 利 益 1,792 6.8 1,638 5.7 △ 416 △ 2.2 3,172 12.0 2,127 平成17年9期

経 常 利 益 1,796 6.8 1,680 5.8 △ 726 △ 3.9 2,721 10.3 2,292 平成17年9期

四半期純利益 △ 850 △ 3.2 △ 114 △ 0.4 △ 2,508 △ 13.4 6,415 24.2 1,279 平成18年9期

売 上 高 32,865 100.0 35,911 100.0 23,743 100.0 30,735 100.0 35,911 平成20年9期

営 業 利 益 448 1.4 564 △ 1.6 △ 1,430 △ 6.0 3,541 11.5 2,088 平成17年9期

経 常 利 益 389 1.2 170 △ 0.5 △ 1,935 △ 8.2 2,759 9.0 2,128 平成17年9期

四半期純利益 △ 714 △ 2.1 △ 407 △ 1.1 △ 2,274 △ 9.6 5,706 18.6 1,394 平成17年9期

②　通期の業績推移及び予想

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 対象年度

売 上 高 55,676 100.0 52,268 100.0 42,459 100.0 53,100 100.0 55,676 平成20年3期

営 業 利 益 3,879 7.0 1,845 3.5 977 2.3 5,820 11.0 4,256 平成19年3期

経 常 利 益 3,869 6.9 1,682 3.2 390 0.9 5,170 9.7 4,669 平成19年3期

当 期 純 利 益 △ 782 △ 1.4 △ 4,182 △ 8.0 △ 3,504 △ 8.3 7,860 14.8 2,364 平成４年3期

売 上 高 68,062 100.0 60,572 100.0 51,143 100.0 60,800 100.0 68,062 平成20年3期

営 業 利 益 868 1.3 △ 380 △ 0.6 251 0.5 7,000 11.5 3,343 平成18年3期

経 常 利 益 340 0.5 △ 1,963 △ 3.2 △ 643 △ 1.3 5,800 9.5 3,586 平成18年3期

当 期 純 利 益 △ 2,063 △ 3.0 △ 4,764 △ 7.9 △ 1,922 △ 3.8 7,300 12.0 1,530 平成17年3期

（２）　第２四半期利益増減要因（前年同期比）

(単位：百万円)

前年度までの
過去 高の業績

個
　
　
別

連
　
　
結

平成19年9月期 平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期

(単位：百万円)

個
　
　
別

連
　
　
結

４．平成23年３月期　第２四半期決算短信　補足資料

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期(予想）
前年度までの

過去 高の業績

130
11

経常利益

・為替差損

・その他

営業利益：㊉ 3,589 経常利益：㊉ 3,448 四半期純利益：㊉ 8,924

1,324
3,690

462

四半期純利益

・’09/9期発生の評価損

・法人税等調整額（米国子会社清算に伴う）

・その他

345
801

3,580
330
626
199

営業利益

・売上増による増益効果

・固定費（労務費、経費、減価償却費）減

・改善効果

・その他

・原材料値上り

・変動費（材料費、物流費、仕入等）増

減増増減主要項目

〔個 別〕
（単位：百万円）

特別利益

・その他 ㊉ 90

特別損失

・その他 △ 117

その他

・法人税等調整額

（米国子会社清算）

㊉ 3,770
・その他 △ 457

営業外収益

・その他 ㊉ 54

営業外費用

・為替差損 △ 461
・その他 ㊉ 130

㊉ 3,386

（個別の増減要因）

・個別

（大同メタル）

㊉ 915

（集約効果、生産性改善）

・国内

㊉ 190

（増収効果）

・アジア

㊉ 465

（米国子会社清算）

・米国

㊉ 4,971

㊉ 15

増減額

(主な要因）

営業利益 四半期純利益経常利益

地 域

㊉ 7,980㊉ 4,694合計

・欧州

大同グループ全体の

主な増減要因

大同グループ全体の

主な増減要因

〔連 結〕
（単位：百万円）

（注） ㊉ は利益増、 △ は利益減を示す。
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（３）　四半期別業績推移

　　　　①　第２四半期別推移
(単位：百万円） (単位：百万円）

平成19年9月期 平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期 平成19年9月期 平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期

個　　別 1,331 2,418 1,518 445 個　　別 1,178 1,340 1,330 1,218

連　　結 2,543 3,415 1,847 1,068 連　　結 2,304 2,617 2,589 2,334

　　　　②　年度別推移と予想
(単位：百万円） (単位：百万円）

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

個　　　　別 3,570 4,391 2,252 （予想）1,650 個　　　　別 2,457 3,012 2,832 （予想）2,480

連　　　　結 7,163 8,660 2,943 （予想）2,830 連　　　　結 4,845 5,251 5,363 （予想）4,700

〔設備投資〕 〔減価償却費〕

〔減価償却費〕

（４）　設備投資及び減価償却費の推移と予想

〔設備投資〕

売上高 営業利益

経常利益 当期純利益

（売上高：百万円）

８５７

１，３８１

１，７１６

１３，１３６

H23/3 １Q

２６４

４４４

５９０

８，５２６

３Q

５，５５８３５２△７３９△４３１当期純 利益

１，３４０５６９△３８６△４０６経 常 利 益

１，４５６７７３△１８６△２４８営 業 利 益

１３，３５４９，１１７７，８０２７，２３２売 上 高

２Q４Q２QH22/3 １Q

8,000

14,000

12,000

2,000

1,000

（利益：百万円）

0

0

△1,000

4,000

6,000

10,000

2,000

②② 個別：四半期別業績個別：四半期別業績推移（推移（平成平成2222年年33月期月期第第11四半期四半期～～平成平成2323年年33月期第月期第22四半期四半期))

５８８

１，５１４

１，９０６

１５，２６５

H23/3 １Q

△４１２

１５７

５６７

１３，２２２

３Q

５，１１８７３５△１，０４４△１，２０１当 期純利益

１，２４５１，１２６△５８０△１，３２８経 常 利 益

１，６３５１，１３１△３８０△１，０５０営 業 利 益

１５，４７０１４，３５５１２，５６８１０，９７４売 上 高

２Q４Q２QH22/3 １Q

10,000

20,000

15,000

5,000

0

＊平成22年3月期の四半期別業績は、期末（12/末日）の為替レートで、平成23年3月期第1四半期の業績は6/末日の為替レートで換算し直した

数値であり、四半期決算業績数値とは異なります。

2,000

1,000

0

売上高 営業利益

経常利益 当期純利益
△1,000

①① 連結：四半期別業績連結：四半期別業績推移（推移（平成平成2222年年33月期月期第第11四半期四半期～～平成平成2323年年33月期第月期第22四半期四半期))

（売上高：百万円） （利益：百万円）
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