
平成１８年１２月期  第３四半期財務・業績の概況（連結）
平成18年11月15日

会　社　名　タツモ株式会社　　　　　　　　　　（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：６２６６）

（URL　http://www.tazmo.co.jp　　　）

代　表　者　　役　 職 　名　代表取締役社長

　　　　　　　氏　　　　名　鳥　越　俊　男

問い合わせ先　責任者役職名　取締役経理部長

　　　　　　　氏　　　　名　国　光　美　暢　　　　　　　　　　　　（Tel：（0866）　62－0923　）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の有無 ：　有

     （内容）

　　　税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しております。

　　　　その他金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続を採用しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：　無

２．平成18年12月期第３四半期業績の概況（平成18年１月１日　～　平成18年９月30日）

　(1）経営成績（連結）の進捗状況

（単位未満切捨）

売　上　高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第３四半期 13,123 (24.3) 480 (12.7) 485 (3.2)

17年12月期第３四半期 10,557 (△23.6) 425 (△64.6) 470 (△58.9)

(参考)17年12月期 15,796 673 732

四半期（当期）
純利益

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円  ％ 円 銭 円 銭

18年12月期第３四半期 232 (△17.2) 68 51 － －

17年12月期第３四半期 281 (△56.1) 82 71 － －

(参考)17年12月期 458 132 35 － －

(注)①期中平均株式数（連結）18年12月第３四半期 3,399,908株 17年12月第３四半期 3,400,000株

17年12月期 3,400,000株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

当第３四半期におけるわが国経済は、国際政治不安等の要因はありましたが、好調な輸出等に支えられ堅調に推移い

たしました。

　当社グループが属します電子機器市場におきましても、大型液晶テレビなどの需要拡大を背景に活況に推移いたしま

した、設備動向につきましても前半の踊り場的な局面を抜け回復傾向になりました。

　このような状況のもと、当社グループの第３四半期の売上高は13,123百万円（前年同期比2,565百万円増）となりま

した。なお、セグメント別売上高は、プロセス機器事業11,684百万円（前年同期比2,439百万円増）、金型・樹脂成形

事業1,439百万円（前年同期比125百万円増）となりました。

  また、利益面におきましても、営業利益480百万円（前年同期比54百万円増）、経常利益485百万円（前年同期比15百

万円増）となりました。四半期純利益につきましては減損会計処理により232百万円（前年同期比48百万円減）となり

ました。

 



（2）財政状態（連結）の変動状況

 （単位未満切捨）

 

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

18年12月期第３四半期 17,681 7,679 43.4 2,258 86

17年12月期第３四半期 18,153 7,360 40.5 2,164 73

(参考)17年12月期 18,709 7,557 40.4 2,220 31

 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】

 （単位未満切捨）

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

 キャッシュ・フロー

財務活動による

  キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
期　末　残　高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期第３四半期 1,252 △1,117 △447 2,688

17年12月期第３四半期 △872 △593 722 3,013

(参考)17年12月期 △84 △893 210 2,997

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

　　当第３四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果獲得した資金は1,252百万円（前年同期比は872百万円の使用）となりました。これは主に仕入債務

　　の減少,たな卸資産の減少等によるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は1,117百万円（前年同期比524百万円増）となりました。これは主に有形固定資産

    の取得、有価証券の取得等によるものです。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果使用した資金は447百万円（前年同期比は722百万円の獲得）となりました。これは主に借入金の返

　　済等によるものです。

　　　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は平成17年12月連結会計年度末より309百

　　万円減少して、2,688百万円となりました。

［参考］

平成18年12月期連結業績の予想（平成18年１月１日　～　平成18年12月31日）

 （単位未満切捨）　　　　　　　　　　　　　 

売上高 経常利益 当期純利益

百万円　　　 百万円　　　 百万円　　　

通　期 16,758 741 378

　（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　111 円 34 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

　　当業績予想につきましては、平成18年8月16日に公表いたしました業績予想と変更はありません。

○添付資料

　　要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書、要約連結キャッシュ・フロー計算書

以　上



〔添付資料〕

四半期連結財務諸表等

(１)要約連結貸借対照表

科  目

平成17年12月期
第３四半期

（平成17年９月30日現在）

平成18年12月期
第３四半期

（平成18年９月30日現在）
増減

（参　考）
平成17年12月期

（平成17年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 3,013,372 2,688,764 2,997,968

受取手形及び売掛金 1,869,879 3,447,424 2,880,057

たな卸資産 8,095,695 5,711,230 7,508,003

繰延税金資産 186,882 158,931 128,520

有価証券 － 799,226 －

その他 279,515 43,729 233,935

貸倒引当金 △9,000 0 －

流動資産合計 13,436,345 12,849,306 △587,038 △4.4 13,748,486

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 4,050,836 4,024,614 4,263,586

無形固定資産 100,213 78,935 89,253

投資その他の資産 565,847 728,726 608,141

固定資産合計 4,716,896 4,832,277 115,380 2.4 4,960,980

資産合計 18,153,242 17,681,584 △471,658 △2.6 18,709,466



科  目

平成17年12月期
第３四半期

（平成17年９月30日現在）

平成18年12月期
第３四半期

（平成18年９月30日現在）
増減

（参　考）
平成17年12月期

（平成17年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 3,410,076 3,737,607 4,826,919

短期借入金 854,660 492,457 489,080

未払法人税等 － 119,637 8,722

未払金 300,597 337,433 486,225

前受金 3,984,649 3,356,344 3,359,929

製品保証引当金 125,000 119,600 89,000

賞与引当金 151,627 195,054 38,453

その他 94,405 142,060 33,218

流動負債合計 8,921,015 8,500,195 △420,820 △4.7 9,331,548

Ⅱ 固定負債

長期借入金 1,351,540 895,338 1,187,440

その他 520,600 606,154 632,917

固定負債合計 1,872,140 1,501,492 △370,647 △19.8 1,820,358

負債合計 10,793,156 10,001,688 △791,468 △7.3 11,151,907

（資本の部）

資本金 1,395,240 － － － 1,395,240

資本剰余金 1,909,398 － － － 1,909,398

利益剰余金 4,027,898 － － － 4,205,184

その他有価証券評価差額金 24,767 － － － 38,722

為替換算調整勘定 2,782 － － － 9,014

資本合計 7,360,086 － － － 7,557,559

負債及び資本合計 18,153,242 － － － 18,709,466

 （純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

　1. 資本金 － 1,395,240 － － －

  2. 資本剰余金 － 1,909,398 － － －

  3. 利益剰余金 － 4,327,606 － － －

　4. 自己株式  － △400 － － －

   株主資本合計 － 7,631,844 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

  1. その他有価証券評価
　　 差額金

－ 33,162 － － －

  2. 為替換算調整勘定 － 14,888 － － －

　　評価・換算差額等合計　 － 48,051 － － －

Ⅲ 新株予約権 － － － － －

Ⅳ 少数株主持分 － － － － －

 　純資産合計 － 7,679,896 － － －

 負債及び純資産合計 － 17,681,584 － － －



(２)要約連結損益計算書

科  目

前第３四半期
自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日

当第３四半期
自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日

増減
（参考）　平成17年12月期
自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 10,557,849 13,123,689 2,565,840 24.3 15,796,084

Ⅱ 売上原価 8,940,299 11,333,540 2,393,240 26.8 13,573,878

売上総利益 1,617,549 1,790,148 172,599 10.7 2,222,205

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,191,577 1,309,882 118,304 9.9 1,548,245

営業利益 425,971 480,266 54,294 12.7 673,960

Ⅳ 営業外収益 65,592 27,326 86,118

Ⅴ 営業外費用 20,842 21,597 28,027

経常利益 470,721 485,995 15,274 3.2 732,051

Ⅵ 特別利益 2,500 8,200 12,060

Ⅶ 特別損失 9,665 110,630 10,193

税金等調整前四半期(当
期)純利益

463,555 383,565 △79,989 △17.3 733,917

税金費用 182,340 150,643 △31,696 △17.4 275,416

四半期（当期）純利益 281,214 232,921 △48,293 △17.2 458,501



(３)要約連結キャッシュ・フロー計算書

科  目

 前第３四半期
 自　平成17年１月１日
 至　平成17年９月30日

 当第３四半期
 自　平成18年１月１日
 至　平成18年９月30日

(参考)平成17年12月期
自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

　　 税金等調整前四半期（当期）純利益 463,555 383,565 733,917

減価償却費 217,046 291,508 327,846

　　 売上債権の増減額（増加：△） 560,364 △565,984 △446,203

たな卸資産の増減額（増加：△） △230,348 1,796,993 359,764

　　 仕入債務の増減額（減少：△） △1,395,326 △1,074,138 91,707

　　 前受金の増減額（減少：△） 725,189 △7,452 100,469

　　 その他 △213,952 442,113 △246,783

　小計 126,528 1,266,606 920,719

　　 法人税等の支払額 △981,307 △2,437 △981,203

　　 その他 △17,798 △12,156 △24,393

営業活動によるキャッシュ・フロー △872,577 1,252,012 △84,876

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 　 有価証券の取得による支出　 － △798,510 －

有形固定資産の取得による支出 △620,694 △224,975 △933,330

無形固定資産の取得による支出 △25,778 △13,112 △25,253

その他 53,439 △81,150 64,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △593,033 △1,117,747 △893,770

Ⅲ 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 356,000 21,000 15,000

長期借入れによる収入 900,000 50,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △432,735 △359,725 △621,415

新株式の発行による収入 － － －

配当金の支払額 △100,507 △101,495 △100,868

その他 － △57,043 18,201

財務活動によるキャッシュ・フロー 722,757 △447,263 210,916

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,290 3,793 14,763

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △737,562 △309,204 △752,966

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,750,935 2,997,968 3,750,935

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,013,372 2,688,764 2,997,968



平成１８年１２月期  第３四半期財務・業績の概況（個別）
平成18年11月15日

会　社　名　タツモ株式会社　　　　　　　　　　（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：６２６６）

（URL　http://www.tazmo.co.jp　　　）

代　表　者　　役　 職 　名　代表取締役社長

　　　　　　　氏　　　　名　鳥　越　俊　男

問い合わせ先　責任者役職名　取締役経理部長

　　　　　　　氏　　　　名　国　光　美　暢　　　　　　　　　　　　（Tel：（0866）　62－0923　）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の有無 ：　有

     （内容）

　　　税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しております。

　　　　その他金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続を採用しております。

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無

２．平成18年12月期第３四半期業績の概況（平成18年１月１日　～　平成18年９月30日）

(1）経営成績の進捗状況

（単位未満切捨）

売　上　高 営業利益 経常利益

百万円 ％      百万円 ％      百万円  ％      

18年12月期第３四半期 12,968 (23.9) 443 (9.2) 472 (0.9)

17年12月期第３四半期 10,469 (△24.0) 406 (△66.0) 468 (△59.2)

(参考)17年12月期 15,645 597 677

 四半期（当期）
純利益

１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円 ％      円 銭   円 銭   

18年12月期第３四半期 216 (△21.0) 63 82 － －

17年12月期第３四半期 274 (△57.6) 80 81 － －

(参考)17年12月期 412 118 83 － －

(注)①期中平均株式数 18年12月第３四半期 3,399,908株 17年12月第３四半期 3,400,000株 17年12月期 3,400,000株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

 　[経営成績（個別）の進捗状況に関する安定的情報等]

　　　当第３四半期におけるわが国経済は、国際政治不安等の要因はありましたが、好調な輸出等に支えられ堅調に推移

　　いたしました。

　　　当社が属します電子機器市場におきましては、薄型テレビなどの民生機器を中心に数量的には大幅な増加を続けて

　　いるものの、価格面におきましては下落傾向が続いております。

　　　このような状況のもと、当社の第３四半期の売上高は12,968百万円（前年同期比2,498百万円増）、営業利益443百

　　万円（前年同期比37百万円増）、経常利益472百万円（前年同期比4百万円増）、四半期純利益216百万円（前年同期

　　比57百万円減）となりました。　

 



(2）財政状態の変動状況

（単位未満切捨）

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

18年12月期第３四半期 17,184 7,605 44.3 2,236 94

17年12月期第３四半期 18,007 7,353 40.8 2,162 68

(参考)17年12月期 18,493 7,504 40.6 2,204 80

 

［参考］

平成18年12月期業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円　　　 百万円　　　 百万円　　　

通　期 16,512 704 347

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　102 円 26 銭

［業績予想に関する定性的情報等］

   当業績予想につきましては、平成18年8月16日に公表いたしました業績予想と変更はありません。

○添付資料

要約貸借対照表、要約損益計算書

以  上



〔添付資料〕

四半期財務諸表等

(１)要約貸借対照表

科  目

平成17年12月期
第３四半期

（平成17年９月30日現在）

平成18年12月期
第３四半期

（平成18年９月30日現在）
増減

（参　考）
平成17年12月期

（平成17年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,975,559 2,406,952 △568,606 △19.1 2,910,864

受取手形及び売掛金 1,887,107 3,444,452 1,557,345 82.5 2,917,492

たな卸資産 8,046,025 5,636,580 △2,409,444 △29.9 7,425,893

繰延税金資産 175,849 151,605 △24,244 △13.8 121,173

その他 309,746 849,464 539,718 174.2 272,641

貸倒引当金 △9,000 － 9,000 100.0 －

流動資産合計 13,385,287 12,489,056 △896,231 △6.7 13,648,066

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 3,748,502 3,676,765 △71,736 △1.9 3,939,138

無形固定資産 99,820 78,542 △21,277 △21.3 88,860

投資その他の資産 774,255 940,031 165,775 21.4 817,548

固定資産合計 4,622,578 4,695,339 72,761 1.6 4,845,547

資産合計 18,007,865 17,184,395 △823,469 4.6 18,493,613

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 3,453,902 3,756,679 302,776 8.8 4,886,930

短期借入金 797,860 424,860 △373,000 △46.8 433,280

未払法人税等 － 119,535 119,535  －

未払金 288,071 308,672 20,601 7.2 455,475

前受金 3,984,649 3,151,575 △833,074 △20.9 3,359,929

製品保証引当金 125,000 119,600 △5,400 △4.3 89,000

賞与引当金 137,330 178,830 41,500 30.2 34,290

その他 87,330 134,581 47,251 54.1 8,161

流動負債合計 8,874,143 8,194,333 △679,810 △7.7 9,267,067

Ⅱ 固定負債

長期借入金 1,274,740 804,300 △470,440 △36.9 1,120,840

その他 505,838 580,403 74,564 14.7 601,385

固定負債合計 1,780,578 1,384,703 △395,875 △22.2 1,722,225

負債合計 10,654,721 9,579,036 △1,075,685 △10.1 10,989,292

（資本の部）

資本金 1,395,240 － － － 1,395,240

資本剰余金 1,909,398 － － － 1,909,398

利益剰余金 4,023,738 － － － 4,160,960

その他有価証券評価差額金 24,767 － － － 38,722

資本合計 7,353,143 － － － 7,504,321

負債資本合計 18,007,865 － － － 18,493,613



科  目

平成17年12月期
第３四半期

（平成17年９月30日現在）

平成18年12月期
第３四半期

（平成18年９月30日現在）
増減

（参　考）
平成17年12月期

（平成17年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

(純資産の部)      

Ⅰ　株主資本      

　1. 資本金 － 1,395,240 － － －

  2. 資本剰余金　      

 　　資本準備金 － 1,909,398 － － －

 資本剰余金合計 － 1,909,398 － － －

  3. 利益剰余金      

 　（1）利益準備金　 － 24,000 － － －

　 （2）その他利益剰余金      

 　　別途積立金 － 3,870,000 － － －

 　　繰越利益剰余金
 

－ 373,958 － － －

  利益剰余金合計 － 4,267,958 － － －

  4. 自己株式 － △400 － － －

　株主資本合計 － 7,572,196 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

　その他有価証券評価差額金 － 33,162 － － －

  評価・換算差額等合計　 － 33,162 － － －

Ⅲ 新株予約権  －  －  

 　純資産合計 － 7,605,358 － － －

 負債純資産合計 － 17,184,395 － － －



(２)要約損益計算書

科  目

前第３四半期

自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日

当第３四半期

自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日

増減

（参考）平成17年12月期

自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

増減比

（％）
金額（千円）

Ⅰ 売上高 10,469,480 12,968,237 2,498,756 23.9 15,645,379

Ⅱ 売上原価 8,944,220 11,318,927 2,374,706 26.6 13,609,671

売上総利益 1,525,259 1,649,309 124,049 8.1 2,035,707

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,119,114 1,205,607 86,492 7.7 1,437,744

営業利益 406,145 443,702 37,557 9.2 597,963

Ⅳ 営業外収益 79,227 49,010 102,893

Ⅴ 営業外費用 17,221 20,293 23,668

経常利益 468,150 472,419 4,268 0.9 677,188

Ⅵ 特別利益 3,060 3,700 12,060

Ⅶ 特別損失 9,598 110,630 10,125

税引前四半期(当期)純利益 461,612 365,488 △96,123 △20.8 679,122

税金費用 186,828 148,491 △38,336 △20.5 267,115

四半期（当期）純利益 274,783 216,997 △57,786 △21.0 412,006


