
平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 タツミ 上場取引所 JQ 
コード番号 7268 URL http://www.tatsumi-ta.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本 千秋
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 井上 雄象 TEL 0284-71-3131
四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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3月期第2四半期 2,064 △39.2 △56 ― △46 ― △47 ―
21年3月期第2四半期 3,396 ― 35 ― 51 ― △1 ―

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3月期第2四半期 △7.84 ―
21年3月期第2四半期 △0.26 ―

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3月期第2四半期 5,252 2,211 42.1 368.64
21年3月期 5,604 2,252 40.2 375.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,211百万円 21年3月期  2,252百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  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 4,600 △19.5 58 ― 33 ― 12 ― 2.00



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  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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3月期第2四半期 6,000,000株 21年3月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,787株 21年3月期  1,787株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 5,998,213株 21年3月期第2四半期 5,998,213株

※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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、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
きましては、３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。 



当第２四半期会計期間における我が国の経済は、各種景気対策により景気の底を脱し回復の兆しが見えるもの

の、企業の設備投資は依然弱く、個人消費は企業業績低迷による雇用情勢の悪化及び個人所得の減少などにより消

費マインドの低下が顕著になったことで、予断を許さない状況が続くものと推測します。 

この様な状況のなかで、当社は、技術・品質・製造の体質改革を進めるとともに、生産性の向上、あらゆるコス

トの削減に努めております。 

 しかしながら、自動車業界市場は、ハイブリッド車の好調がありましたが、業界全体の回復のスピードは依然と

して鈍く、当社の売上高も、前年同期比1,331百万円減の2,064百万円（前年同期比39.2%減）となりました。 

 一方、利益面におきましては、8月5日付、当社「平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結）」にて公表いたし

ました第2四半期累計期間の予想数値を、概ね計上することができました。 

 営業損益は、前年同期比92百万円減益で56百万円の営業損失、経常損益は、前年同期比97百万円減益で46百万円

の経常損失、当四半期純損益は前年同期比45百万円減益で47百万円の四半期純損失となりました。 

 部門別の売上高状況は、次のとおりであります。 

 電装品用部品が前年同期比630百万円減（37.4%減）の1,055百万円、ブレーキ用部品が前年同期比568百万円減

（37.2%減）の961百万円、応用その他の部品が前年同期比133百万円減（73.4%減）の48百万円となっております。

  

  

(財政状態の変動状況） 

   当第2四半期における総資産は、未払金の減少等により前年度末比352百万円減少の5,252百万円となりました。

 有利子負債は、前年度末比150百万円減少し、1,811百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少により前年度末比41百万円減少し、2,211百万円となりました。 

 その結果、自己資本比率は42.1%となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第2四半期会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、前年度末に比べ277

百万円減少（42.8%減）の371百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前年同期比167百万円減少の14百万円（前年同期比92.1%減）となりました。 

 これは主に未払金と税引前四半期純利益の減少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） 

 投資活動の結果支出した資金は、前年同期比45百万円減少の141百万円（前年同期比24.5%減）となりました。 

 これは主に設備投資の抑制によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、前年同期比146百万円減少の150百万円となりました。 

 これは、短期借入金と長期借入金の返済によるものです。 

 なお、前年同期は借入を実施しているため3百万円の支出にとどまっております。  

  

  

通期の業績予想数値につきましては、当初開示した数値を死守するべく、進めてまいる所存であり、変更はござ

いません。   

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

１．たな卸資産の評価方法 

   たな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。 

  

２．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資産については、事業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。 

  

３．税金費用の計算 

   税金費用に関しては、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（注）税金費用については、四半期特有の会計処理を適用していますが、繰延税金資産の回収可能性を勘案

し、当第２四半期累計期間は計上しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 371,282 649,131

受取手形及び売掛金 1,025,211 861,832

商品及び製品 130,064 129,989

仕掛品 271,645 271,439

原材料及び貯蔵品 174,171 205,404

前払費用 8,068 14,277

繰延税金資産 111,296 111,296

未収入金 344,798 370,363

その他 9,391 7,517

貸倒引当金 △1,100 △1,000

流動資産合計 2,444,829 2,620,253

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,080,634 2,080,634

減価償却累計額 △1,408,101 △1,373,289

建物（純額） 672,532 707,344

構築物 165,247 165,247

減価償却累計額 △117,615 △114,409

構築物（純額） 47,632 50,838

機械及び装置 3,534,865 3,529,203

減価償却累計額 △2,763,892 △2,658,861

機械及び装置（純額） 770,972 870,342

車両運搬具 17,309 17,309

減価償却累計額 △15,605 △15,109

車両運搬具（純額） 1,703 2,200

工具、器具及び備品 575,703 550,812

減価償却累計額 △471,245 △425,118

工具、器具及び備品（純額） 104,458 125,694

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 4,839 4,718

有形固定資産合計 1,642,501 1,801,500

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 961 1,458

その他 847 847

無形固定資産合計 6,701 7,198



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 103,555 93,503

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 349,927 377,946

長期前払費用 1,907 2,671

その他 49,461 47,828

投資その他の資産合計 1,158,217 1,175,315

固定資産合計 2,807,420 2,984,015

資産合計 5,252,250 5,604,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 190,763 89,400

短期借入金 1,189,004 1,249,904

未払金及び未払費用 759,422 1,019,706

賞与引当金 111,353 111,353

その他 5,581 5,881

流動負債合計 2,256,124 2,476,245

固定負債   

長期借入金 622,664 712,166

繰延税金負債 134,581 130,540

役員退職慰労引当金 27,722 33,053

固定負債合計 784,967 875,759

負債合計 3,041,092 3,352,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 811,198 858,254

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,203,586 2,250,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,571 1,620

評価・換算差額等合計 7,571 1,620

純資産合計 2,211,158 2,252,262

負債純資産合計 5,252,250 5,604,268



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,396,300 2,064,366

売上原価 3,084,177 1,944,275

売上総利益 312,122 120,091

販売費及び一般管理費 276,168 176,312

営業利益又は営業損失（△） 35,954 △56,220

営業外収益   

受取利息 93 72

受取配当金 581 304

為替差益 3,857 －

受取イニシャルフィ 6,000 6,000

製造提携先機械等売却益 2,970 2,110

助成金収入 － 16,596

その他 12,369 5,704

営業外収益合計 25,873 30,787

営業外費用   

支払利息 10,180 13,546

為替差損 － 7,111

雑損失 － 106

営業外費用合計 10,180 20,765

経常利益又は経常損失（△） 51,647 △46,198

特別利益   

固定資産売却益 47 17

投資有価証券売却益 42 －

投資不動産売却益 41,941 －

特別利益合計 42,031 17

特別損失   

固定資産除却損 1,596 120

投資有価証券評価損 83,744 －

減損損失 1,639 －

たな卸資産評価損 9,464 －

その他 － 755

特別損失合計 96,444 875

税引前四半期純損失（△） △2,765 △47,055

法人税等 △1,205 －

四半期純損失（△） △1,559 △47,055



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △2,765 △47,055

減価償却費 225,927 193,982

有形固定資産除却損 1,596 120

たな卸資産評価損 9,464 －

減損損失 1,639 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 100

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,652 －

前払年金資産の増減額（△は増加） 14,570 28,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,988 △5,330

受取利息及び受取配当金 △674 △376

支払利息 10,180 13,546

有形固定資産売却損益（△は益） △47 △17

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 83,701 －

投資不動産売却損益（△は益） △41,941 －

売上債権の増減額（△は増加） 53,361 △163,379

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,080 30,952

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,508 28,853

仕入債務の増減額（△は減少） 45,317 101,362

未払金の増減額（△は減少） △98,832 △160,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29,149 2,797

小計 224,299 23,316

利息及び配当金の受取額 674 353

利息の支払額 △10,279 △13,443

法人税等の支払額 △32,300 4,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,394 14,446

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よる支出 △247,244 △146,846

有形固定資産の売却による収入 47 6,573

投資有価証券の取得による支出 △135 △60

投資有価証券の売却による収入 599 －

投資不動産の売却による収入 52,974 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6,237 △1,287

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,521 △141,620

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） △100 △60,900

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △67,830 △89,502

配当金の支払額 △35,956 △273

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,886 △150,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,013 △277,849

現金及び現金同等物の期首残高 115,479 649,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 106,465 371,282



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

生産、受注及び販売の状況  

(1)生産実績 

 （注）金額は、販売価格に換算して表示しており、消費税等を含んでおりません。 

  

(2)受注状況 

 （注）1. 受注残高は、翌月(1か月)分の確定金額であります。  

 2. 金額は、販売価格に換算して表示しており、消費税等を含んでおりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業部門 品目 
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  182,864  62.7

利便快適(千円)  415,290  56.5

コミュニケーション(千円)   47,621  61.2

エンジン補機(千円)  143,249  86.4

４輪ブレーキ(千円)    805,916  62.1

２輪ブレーキ(千円)    144,769  60.1

２輪汎用(千円)   276,942  67.6

小計(千円)  2,016,654  62.7

応用機器(千円)  47,787  26.4

合計(千円)  2,064,441  60.7

事業部門 品目 受注高 
前年同期
比（％） 

受注残高 
前年同期
比（％）

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  197,786  68.2  41,879  76.6

利便快適(千円)  455,602  61.8  95,838  70.7

コミュニケーション(千円)    53,746  75.7  15,062  109.8

エンジン補機(千円)  158,538  98.3  32,035  103.4

４輪ブレーキ(千円)     890,850  68.0  181,565  76.1

２輪ブレーキ(千円)  168,975  71.0  35,717  83.6

２輪汎用(千円)  297,085  74.0  55,986  74.4

小計(千円)  2,222,585  69.2  458,085  77.4

応用機器(千円)  48,041  26.5  10,804  32.4

合計(千円)  2,270,627  66.9  468,890  75.0



(3)販売実績 

  

 （注）1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

2. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 

  

事業部門 品目 
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  179,341  60.4

利便快適(千円)  414,750  56.3

コミュニケーション(千円)   45,262  60.7

エンジン補機(千円)  140,810  83.7

４輪ブレーキ(千円)     810,862  62.5

２輪ブレーキ(千円)     150,275  64.7

２輪汎用(千円)  274,872  67.2

小計(千円)  2,016,175  62.7

応用機器(千円)  48,191  26.6

合計(千円)  2,064,366  60.8

相手先 
前第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日）

割合 
（％） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

割合 
（％） 

㈱ミツバ（千円）  1,432,222  42.2  917,919  44.5

日信工業㈱（千円）  701,393  20.7  461,663  22.4

曙ブレーキ工業㈱（千円）  725,594  21.4  392,979  19.0
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