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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第１０２期、第１０２期第１四半期連結累計

（会計）期間は１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。また、第１０３期第１四半期連結累計（会計）期間は、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第102期 

第１四半期連結累計
（会計）期間 

第103期 

第１四半期連結累計
(会計)期間 

第102期 

会計期間 
自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

売上高 （千円） 10,912,460 15,623,491 51,143,785 

経常利益又は経常損失（△） （千円） △1,343,785 1,501,457 △643,447 

四半期純利益又は四半期（当
期）純損失（△） 

（千円） △1,212,685 574,025 △1,922,232 

純資産額 （千円） 22,168,316 22,930,387 22,225,979 

総資産額 （千円） 82,811,338 82,900,583 82,266,761 

１株当たり純資産額 （円） 438.08 444.73 430.15 

１株当たり四半期純利益又は四
半期（当期）純損失（△） 

（円） △30.43 14.40 △48.23 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益 

（円） － － － 

自己資本比率 （％） 21.1 21.4 20.8 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △479,990 2,339,387 6,350,578 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △1,390,183 △866,668 △4,064,434 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） 3,873,071 △2,035,349 1,577,469 

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

（千円） 11,102,452 12,355,212 12,806,554 

従業員数 （名） 4,046 3,709 3,722 
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社における状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)でありま

す。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。

３ 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 3,709 （458） 

従業員数(名) 1,220 （253） 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
(2) 受注実績 

得意先の生産計画の内示による見込生産が主体であるため記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報

告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称  生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

自動車用軸受 12,649,219 － 

非自動車用軸受 2,594,775 － 

 報告セグメント計 15,243,995 － 

その他 123,057 － 

合計 15,367,052 － 

セグメントの名称  販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

自動車用軸受 12,655,996 － 

非自動車用軸受 2,910,448 － 

 報告セグメント計 15,566,444 － 

その他 57,046 － 

合計 15,623,491 － 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、欧米での不安要因を抱え、また国内では円高や厳し

い雇用環境が続くなど先行き不透明な状況にあって、新興国の牽引により、緩やかな回復基調で推移し

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 優先課題に掲げ、

「サバイバル・プラン」を加速させるべく、推進課題に積極的に取り組んでおります。 

当社グループにおける自動車分野は、昨年の下半期以降から回復基調にある乗用車需要と海外新規受

注などにより年度初めから順調に推移しており、それに加えて国内のトラック生産も増加しはじめてお

ります。 

また、造船及び建設機械分野も、予想以上に早く受注の回復傾向が現われてきており、一般産業の分

野においても、ここにきて受注が伸びはじめております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は前年同四半期に比べ43.2％増収の15,623百万

円となりました。 

利益状況につきましては、増収効果に加え、「サバイバル・プラン」によるコスト構造の改革が定着

してきたことなどから、固定費等の費用抑制効果が利益拡大に大きく寄与しており、営業利益は1,906

百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失1,050百万円）となりました。 

なお、営業外費用には為替差損225百万円（前第１四半期連結会計期間は営業外収益に為替差益23百

万円）、特別損失には資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額144百万円を計上しておりますが、経

常利益は1,501百万円（前第１四半期連結会計期間は経常損失1,343百万円）、四半期純利益は574百万

円（前第１四半期連結会計期間は四半期純損失1,212百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

なお、セグメント間の内部売上高又は振替高は、連結売上高に含めております。 

自動車用軸受においては、乗用車需要の回復やトラック生産の増加と、海外受注が順調に推移したこ

とにより売上高は12,701百万円、営業利益は2,327百万円となりました。 

非自動車用軸受においては、造船及び建設機械分野の受注の回復傾向や一般産業分野の受注の増加な

どにより売上高は2,974百万円、営業利益は841百万円となりました。 

その他においては、不動産賃貸事業等により売上高は82百万円、営業利益は41百万円となりました。

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ0.8％増加の82,900百万円と

なりました。これは主に売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が増加したことによります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ3.2％増加の22,930百万円と

なりました。これは主に四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加したことによります。 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加の

21.4％となりました。 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べ14円57銭増加の

444円73銭となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四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。）は、12,355百

万円となり前年同四半期末に比べ1,252百万円（11.3％）の増加となりました。 

当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動において獲得した資金は、2,339百万円（前第１四半期連結会計期間は479百万円の使用）と

なりました。これは主に仕入債務の増加及び税金等調整前四半期純利益などによる資金の増加があった

こと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） 

投資活動において使用した資金は、866百万円となり前年同四半期に比べ523百万円(37.7％)の減少と

なりました。これは主に有形固定資産の取得のための支出が減少したためであります。 

（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、2,035百万円（前第１四半期連結会計期間は3,873百万円の獲得）と

なりました。これは主に長期借入れによる収入が減少したためであります。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。 

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりであ

ります。 
  

①基本方針の内容 

当社は、中長期的な視野にたって、販売・生産・技術・新事業などの事業戦略を掲げ、安定的な発

展と成長を目指しておりますが、企業を取り巻く環境は常に大きく変化しており、その短期的な経営

判断は将来に向けた持続的な成長を確実なものとするうえで極めて重要な舵取りを要求されます。 

2008年秋に発生したリーマン・ショック以降、世界経済は未曾有の不況に陥りましたが、ここにき

て漸く立ち直りの兆しが見られるようになりました。  
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当社グループの事業環境も 悪期を脱し、業績は上向きつつありますが、依然として楽観は許され

ない状況にあります。当社としては、常に将来の展望を見失うことなくこの難局を乗り越えるため

に、諸情勢を見極めつつ、財務体質の強化、コスト構造の改革及び海外販売の拡大等を中心とした

「サバイバル・プラン」を確実に実行することにより、経営基盤の強化と業績の早期回復を図るべく

グループ一丸となって取り組んでまいります。 

このような厳しい情勢下にあっても、当社グループは、世界のトライボロジー（摩擦・摩耗・潤滑

技術）におけるリーディングカンパニーとして、更に技術開発力を高め、 重要地域である欧州をは

じめとした市場の拡大、新用途向けの製品開発、新製品の創出などにより、長期チャレンジ目標であ

る売上高1,000億円企業の目標を不変なものとして、当該目標に向けた経営を推し進めてまいりま

す。 
  

②基本方針の実現に資する取組み 

1) 基本方針の実現に資する特別な取組み 

（ア）中長期的な視野に立っての企業経営による持続的な成長を実現するための当社の財産の有効

活用 

当社は、これまでも上記中長期的な視野にたった企業経営による持続的な成長を実現するために

当社の財産を有効活用してまいりました。 

今後も、中長期的な視野にたった企業経営による持続的な成長を実現するためには、今後の市場

動向、変化に対応した生産販売拠点の整備、国内外の子会社の品質、生産効率、管理能力などの当

社水準への引き上げ及び製品・設計・製造・生産・開発の各技術の世界トップレベルの維持が必要

となることから、株主の皆様への利益配当とのバランスを考慮しつつも、積極的な研究開発、海外

生産拠点の従業員の当社への研修、産・官・学による先端技術の活用、特許取得による技術防衛な

どに有効かつ効率的に当社の財産を投資してまいる所存です。 
  

（イ）従業員による株式保有の推進 

当社は、従業員持株会加入者に奨励金を支給することにより、従業員による株式の保有を推進し

ております。 

また、従業員持株会拡充のため、新たな制度を導入しており、今後とも継続して実施してまいり

ます。 
  

 （ウ）地域住民の当社に対する理解の促進 

当社は、主要事業所での親睦行事や地域住民の工場見学会などへの参加等地域住民との交流を行

い、地域住民による当社への理解が深まるよう心がけております。  
  

2) 基本方針に反する株主による支配を防止するための取組み 

当社は、上記の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されること(以下、「敵対的買収」といいます。)を防止するため、以下のように取り組んでまいり

ます。 

まずは、当社の資産を 大限有効活用しつつ、上記の中長期的な視野にたっての企業経営による

持続的な成長を実現し、企業価値を増大させ、株主の皆様への適切な利益の還元を可能とするとと

もに、当社の企業価値の市場における評価の向上に結びつけるべく、積極的なＩＲ活動に努めてお

ります。 

その上で、継続的に実質株主を把握し、敵対的買収者が現れた場合には、当該敵対的買収者によ
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る買収目的の確認及び評価並びに当該敵対的買収者との交渉を社外の専門家の意見を聞きながら

行い、当該敵対的買収者が当社の基本方針に照らして不適切と判断した場合には、適切な対抗手段

を講じる考えであります。 

また、敵対的買収者の出現に備えた事前の敵対的買収防衛策の導入につきましても、これを否定

するものではなく、法令、関係機関の指針または他社の動向も踏まえながら、株主共同の利益を確

保しつつ、有効な方策を引き続き検討していく所存であります。 
  

③上記取組みの妥当性に関する判断及びその理由 

上記取り組みが基本方針に合致し、株主共同の利益を侵害せず、当社の役員の地位の維持を目的と

するものではない適切なものであることは、その取り組みの態様から明らかであり、対抗手段や敵対

的買収防衛策につきましても、基本方針に反する場合にのみ発動するものであることから、適切であ

ることは明らかであると思料いたします。 

  

(5) 研究開発活動 

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、263百万円であります。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりで

あります。 

 
（注）金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

なお、当第１四半期連結会計期間において、上記以外に新たに確定した重要な設備の除却、売却等

の計画はありません。 

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の

増加能力総額

(千円)

既支払額

(千円)

ダイナメ

タ ル

CO.,LTD. 

（タイ国 
チ ャ チ ョ ー ン サ

オ） 

自動車用軸

受 
半割メタル

製造設備 274,659 ― 自己資金
平成22年 

8月 
平成23年 

3月 
25％増加

― 9 ―

9/27



第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類 

第１四半期会計期間末

現在発行数(株) 

(平成22年６月30日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成22年８月13日) 

上場金融商品取引所 

名又は登録認可金融 

商品取引業協会名 

内容 

普通株式 44,956,853 44,956,853 

東京証券取引所
市場第一部 
名古屋証券取引所 
市場第一部 

単元株式数 1,000株 

計 44,956,853 44,956,853 － － 

 

年月日 
発行済株式 

総数増減数(株) 

発行済株式 

総数残高(株)

資本金増減額

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額(千円) 

資本準備金 

残高(千円) 

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日 
― 44,956,853 ― 7,273,178 ― 7,649,095 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による

記載をしております。 

① 【発行済株式】 

平成22年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成22年３月31日現在 

 
(注) 当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は、5,111,000株であります。 

  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式  － － － 

議決権制限株式（自己株式等）  － － － 

議決権制限株式（その他）  － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 5,109,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,573,000 39,573 － 

単元未満株式 普通株式 274,853 － － 

発行済株式総数  44,956,853 － － 

総株主の議決権  － 39,573 － 

所有者の氏名 

又は名称 
所有者の住所 

自己名義 

所有株式数 

(株) 

他人名義 

所有株式数 

(株) 

所有株式数 

の合計 

(株) 

発行済株式 

総数に対する

所有株式数 

の割合(％) 

（自己保有株式）   

大同メタル工業㈱ 
愛知県名古屋市中区栄二丁目3
番1号 
名古屋広小路ビルヂング13階 

5,109,000 － 5,109,000 11.36 

計 － 5,109,000 － 5,109,000 11.36 

２ 【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 

最高(円) 372 365 349 

最低(円) 322 310 309 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 12,586,886 13,089,108

受取手形及び売掛金 17,748,768 16,303,642

有価証券 2,913 18,858

商品及び製品 3,765,201 3,898,459

仕掛品 3,852,090 4,169,019

原材料及び貯蔵品 3,043,896 2,468,118

その他 1,792,080 1,377,326

貸倒引当金 △45,679 △49,759

流動資産合計 42,746,158 41,274,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  10,296,637 ※１  10,478,656

機械装置及び運搬具（純額） ※１  10,381,175 ※１  10,836,132

その他 ※１  12,734,691 ※１  12,705,474

有形固定資産合計 33,412,504 34,020,263

無形固定資産   

のれん 1,267,468 1,302,309

その他 1,307,209 1,399,993

無形固定資産合計 2,574,677 2,702,303

投資その他の資産   

投資その他の資産 4,231,128 4,334,898

貸倒引当金 △63,885 △65,477

投資その他の資産合計 4,167,242 4,269,420

固定資産合計 40,154,424 40,991,987

資産合計 82,900,583 82,266,761
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 9,267,408 8,184,448

短期借入金 12,353,007 12,604,570

1年内返済予定の長期借入金 5,928,873 5,211,768

未払法人税等 949,629 334,293

賞与引当金 323,673 725,213

製品補償引当金 191,108 218,405

その他 4,430,634 3,874,533

流動負債合計 33,444,335 31,153,234

固定負債   

長期借入金 17,279,791 19,597,782

退職給付引当金 3,796,415 3,737,164

負ののれん 10,289 10,834

環境対策引当金 59,158 －

資産除去債務 115,210 －

その他 5,264,995 5,541,765

固定負債合計 26,525,860 28,887,547

負債合計 59,970,195 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 4,743,102 4,169,077

自己株式 △1,394,936 △1,394,208

株主資本合計 18,567,589 17,994,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 298,690 354,827

為替換算調整勘定 △1,145,847 △1,208,634

評価・換算差額等合計 △847,157 △853,807

少数株主持分 5,209,955 5,085,494

純資産合計 22,930,387 22,225,979

負債純資産合計 82,900,583 82,266,761
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 10,912,460 15,623,491

売上原価 9,297,366 11,065,115

売上総利益 1,615,093 4,558,375

販売費及び一般管理費 ※  2,665,570 ※  2,651,490

営業利益又は営業損失（△） △1,050,477 1,906,885

営業外収益   

受取利息 1,363 6,504

受取配当金 4,722 12,545

為替差益 23,642 －

負ののれん償却額 1,304 544

持分法による投資利益 － 20,559

スクラップ売却収入 26,624 96,812

その他 71,387 31,889

営業外収益合計 129,044 168,856

営業外費用   

支払利息 259,671 211,251

退職給付費用 97,038 97,038

為替差損 － 225,971

持分法による投資損失 5,890 －

その他 59,752 40,022

営業外費用合計 422,353 574,284

経常利益又は経常損失（△） △1,343,785 1,501,457

特別利益   

固定資産売却益 229 16,913

貸倒引当金戻入額 43,291 6,514

投資有価証券割当益 － 18,924

特別利益合計 43,520 42,353

特別損失   

固定資産売却損 1,327 408

固定資産除却損 9,026 819

投資有価証券評価損 － 6,249

減損損失 18,130 46,648

特別退職金 14,045 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144,770

環境対策引当金繰入額 － 59,158

過年度支払技術料 － 5,000

その他 1,368 －

特別損失合計 43,897 263,054

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（△）

△1,344,162 1,280,755

法人税、住民税及び事業税 66,452 895,959

法人税等調整額 △59,850 △317,265

法人税等合計 6,601 578,693

少数株主損益調整前四半期純利益 － 702,061

少数株主利益又は少数株主損失（△） △138,078 128,036

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,212,685 574,025
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△）

△1,344,162 1,280,755

減価償却費 1,558,986 1,178,797

減損損失 18,130 46,648

のれん償却額 34,841 34,841

負ののれん償却額 △1,304 △544

持分法による投資損益（△は益） 5,890 △20,559

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36,187 △4,986

賞与引当金の増減額（△は減少） △505,010 △401,540

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,049 23,617

受取利息及び受取配当金 △6,086 △19,049

支払利息 259,671 211,251

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,249

投資有価証券割当益（△は益） － △18,924

固定資産売却損益（△は益） 1,098 △16,505

固定資産除却損 9,026 819

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144,770

環境対策引当金繰入額 － 59,158

売上債権の増減額（△は増加） 1,743,019 △1,431,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 742,949 △81,681

仕入債務の増減額（△は減少） △3,877,723 1,037,723

未払消費税等の増減額（△は減少） － △160,177

その他の負債の増減額（△は減少） 1,091,301 993,017

その他 67,641 △110,350

小計 △214,867 2,751,657

利息及び配当金の受取額 6,086 18,631

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 △271,698 △213,650

法人税等の支払額 △7,138 △233,483

営業活動によるキャッシュ・フロー △479,990 2,339,387
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 △3,887 △16,795

定期預金の払戻による収入 20,794 76,722

有形固定資産の取得による支出 △1,412,148 △917,601

有形固定資産の売却による収入 39,957 40,029

無形固定資産の取得による支出 △46,628 △16,312

投資有価証券の取得による支出 △637 △38,483

貸付けによる支出 △2,700 △3,900

貸付金の回収による収入 4,948 4,962

その他 10,116 4,710

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,390,183 △866,668

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） △627,506 △239,597

長期借入れによる収入 5,177,416 －

長期借入金の返済による支出 △889,809 △1,569,982

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 △1,015,906 △141,590

割賦債務の返済による支出 △12,780 △13,030

自己株式の取得による支出 △221 △728

配当金の支払額 △119,551 －

少数株主への配当金の支払額 △2,704 △75,028

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,873,071 △2,035,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 152,445 111,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,155,343 △451,342

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 ※  11,102,452 ※  12,355,212
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【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】 

 
  

【表示方法の変更】 

 
  

【簡便な会計処理】 

 
  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１ 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 

当第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 

当第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、1,583千円減少しております。また、税金等調整前四半期純利益
は、146,354千円減少しております。 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づき財務諸表等規則等の一部
を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四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」の科目を表示しております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払
消費税等の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記することとし
ております。なお、前第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる
「未払消費税等の増減額（△は減少）」は119,522千円であります。 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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１四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 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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ
っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ないと認められる場合については、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・プランニングを利用する方法によっております。 

また、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た場合に
ついては、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。 
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【追加情報】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

有形固定資産の減価償却累計額 60,081,217千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

有形固定資産の減価償却累計額 59,254,029千円 

２ 保証債務 

 （追加情報） 

従業員持株信託は、当社株価の下落により平成22
年６月30日現在信託元本が158,230千円毀損してい
るため、その借入金に対する保証債務について損失
発生の可能性がある程度予想されます。 

ただし、従業員持株信託の信託期間が終了する平
成25年３月までには、当社の株価が回復することに
よる財政状態の改善要因もあり得るため、債務保証
損失引当金を計上しておりません。 

従業員の住宅ローン融資等に対
する保証債務の額 

357,107千円 

従業員持株信託の借入金に対す
る保証債務の額 

255,520千円 

計 612,627千円 

 

２ 保証債務 

 （追加情報） 

従業員持株信託は、当社株価の下落により平成22
年３月31日現在信託元本が153,848千円毀損してい
るため、その借入金に対する保証債務について損失
発生の可能性がある程度予想されます。 

ただし、従業員持株信託の信託期間が終了する平
成25年３月までには、当社の株価が回復することに
よる財政状態の改善要因もあり得るため、債務保証
損失引当金を計上しておりません。 

従業員の住宅ローン融資等に対
する保証債務の額 

346,076千円 

従業員持株信託の借入金に対す
る保証債務の額 

255,520千円 

計 601,596千円 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

   

給料及び手当 630,416千円 

賞与引当金繰入額 118,615千円 

退職給付引当金繰入額 92,587千円 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

  

給料及び手当 645,619千円 

賞与引当金繰入額 84,249千円 

退職給付引当金繰入額 77,844千円 

貸倒引当金繰入額 356千円 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年６月30日現在) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年６月30日現在) 

 

   

現金及び預金勘定 11,362,380千円 

有価証券 940千円 

計 11,363,320千円 

預入期間が３か月超の定期預金 △260,868千円 

現金及び現金同等物 11,102,452千円 

現金及び預金勘定 12,586,886千円 

有価証券 2,913千円 

計 12,589,800千円 

預入期間が３か月超の定期預金 △234,502千円 

償還期間が３か月超の有価証券 △85千円 

現金及び現金同等物 12,355,212千円 
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

  該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式(千株) 44,956 

株式の種類 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式(千株) 5,111 

― 20 ―

20/27



(セグメント情報等) 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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、当第１四半期連結会計

期間については、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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 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 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的な近接度によっております。 

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、イタリア、モンテネグロ、ドイツ、ロシア 

  その他・・・・・アラブ首長国連邦、サウジアラビア 

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。 

  

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

アジア 

(千円) 

欧州 

(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 8,340,938 761,234 961,062 849,224 10,912,460 － 10,912,460 

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

905,362 54,630 217,916 18,635 1,196,544 (1,196,544) － 

計 9,246,301 815,864 1,178,978 867,859 12,109,004 (1,196,544) 10,912,460 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△617,922 △416,128 70,603 △135,134 △1,098,580 48,103 △1,050,477 

 北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 745,374 1,318,748 782,036 216,199 3,062,358 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 10,912,460 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 6.8 12.1 7.2 2.0 28.1 
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【セグメント情報】 

  

（追加情報） 

当第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。 

  

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けを

製造するカンパニーと非自動車用軸受け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１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

 
(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。

  

 
報告セグメント

その他
(注)

合計
自動車用軸受 非自動車用軸受 計

売上高   

  外部顧客への売上高 12,655,996 2,910,448 15,566,444 57,046 15,623,491 

  セグメント間の内部売上高又は
振替高 45,089 64,358 109,447 25,882 135,329 

計 12,701,085 2,974,806 15,675,891 82,929 15,758,820 

セグメント利益 2,327,603 841,981 3,169,585 41,474 3,211,059 
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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） 

（単位：千円） 

 
(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。 

  

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

 
  

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失等 

 
  

(注) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

 
  

利    益 金    額

報告セグメント計 3,169,585 

「その他」の区分の利益 41,474 

セグメント間取引消去 △158,315

全社費用（注） △1,145,859

四半期連結損益計算書の営業利益 1,906,885 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 444.73円 

  

１株当たり純資産額 430.15円 

項目 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 22,930,387 22,225,979 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 5,209,955 5,085,494 

 （うち少数株主持分）（千円） (5,209,955) (5,085,494)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 17,720,431 17,140,484 

期末の普通株式の数（千株） 39,845 39,847 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 30.43円 

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益 14.40円 

項目 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △1,212,685 574,025 

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円） 

△1,212,685 574,025 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式の期中平均株式数（千株） 39,850 39,846 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成２1年８月１１日

大 同 メ タ ル 工 業 株 式 会 社 

  取 締 役 会 御 中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

大同メタル工業株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期

連結会計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２

１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同メタル工業株式会社及び連結子会社の

平成２１年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  松  真  人  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  淺  井  孝  孔  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成２２年８月１２日

大 同 メ タ ル 工 業 株 式 会 社 

  取 締 役 会 御 中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

大同メタル工業株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期

連結会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２

２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同メタル工業株式会社及び連結子会社の

平成２２年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  松  真  人  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  淺  井  孝  孔  印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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