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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,902 0.7 84 △62.0 106 △65.3 39 △82.3

19年３月期第３四半期 2,881 △13.9 221 △32.5 308 △10.0 225 18.3

19年３月期 3,906 － 316 － 400 － 275 －

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

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 1,470 3 － －

19年３月期第３四半期 10,341 73 － －

19年３月期 11,933 84 － －

(2）連結財政状態  

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

20年３月期第３四半期 5,628 4,086 70.8 147,804 40

19年３月期第３四半期 6,012 4,084 66.2 146,439 82

19年３月期 5,944 4,148 68.0 148,593 76

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年３月期第３四半期 △16 △92 △227 1,466

19年３月期第３四半期 190 △67 799 2,074

19年３月期 206 △90 530 1,800

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  2,500 00 2,500 00

20年３月期 0 00 0 00 0 00 －  

20年３月期（予想） －  －  0 00 2,500 00 2,500 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は対前期増減率）

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 3,850 △1.4 70 △77.8 90 △77.5 40 △85.5 1,470 59
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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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）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

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,781 △2.5 138 △39.0 156 △50.4 82 △64.7

19年３月期第３四半期 2,852 △12.1 226 △26.7 314 △5.7 234 22.5

19年３月期 3,814 － 319 － 406 － 289 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 3,040 55

19年３月期第３四半期 10,742 86

19年３月期 12,500 60

(2）個別財政状態  

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

20年３月期第３四半期 5,339 4,020 75.3 149,098 64

19年３月期第３四半期 5,727 3,979 69.5 146,315 40

19年３月期 5,602 4,037 72.1 148,427 24

６．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は対前期増減率）

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 3,730 △2.2 160 △49.8 180 △55.7 100 △65.4 3,676 47

※　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、予測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。
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【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

  当第３四半期におけるわが国経済は、サブプライム問題による世界的な金融市場の混乱や原油価格の高騰による消費

者物価への影響が懸念されたものの、設備投資や輸出増加により堅調な企業業績を背景に回復基調で推移致しました。

　しかしながら、当業界におきましては、原油・素材価格が高値のまま推移するなど、依然として厳しい経営環境が続

いております。改正介護保険法の施行により落ち込んでいた福祉用具の貸与件数は前年度より回復基調にあるものの、

障害者市場においては平成18年４月から施行された障害者自立支援法により、車いす等補装具の交付について応益者の

１割負担が影響し、車いす市場全体の需要が伸び悩みました。さらに、改正消費生活用製品安全法の施行により、消費

者から企業の製品の安全性確保へ取り組む姿勢に関心が向けられました。

　こうした事業環境のなか、当社グループは、品質の維持・向上を目的とした体制強化に取り組み、生産の合理化・効

率化によるコスト削減等の経営努力を致しました。

  しかし、当社グループの生産拠点である中国において外資系企業に対する中国政府の政策転換により、税金、労務費

を始め様々なコスト負担増が発生致しました。また、弊社製品はもとよりＯＥＭ製品について、消費生活用製品安全法

の施行に伴い、いっそうの品質維持、向上に努めた結果、多大なコスト負担を余儀なくされました。

　以上の結果、当第３四半期は、売上高2,902百万円(前年同期比0.7％増）、営業利益84百万円（同62.0％減）、経常利

益106百万円 (同65.3％減）、当四半期純利益39百万円（同82.3％減）となりました。

品目別売上高 （百万円未満切捨）

平成19年３月期
第3四半期

（前四半期）

平成20年３月期
第3四半期

（当四半期）
対前年
増減率
（％）

平成19年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

標準車いす 1,494 51.9 1,608 55.4 7.7 2,038 52.2

特殊車いす 807 28.0 799 27.6 △1.0 1,100 28.2

電動車いす 158 5.5 96 3.3 △64.0 189 4.8

その他福祉用品 355 12.3 325 11.2 △9.3 488 12.5

その他 65 2.3 71 2.5 8.2 89 2.3

合計 2,881 100.0 2,902 100.0 0.7 3,906 100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は5,628百万円（前期末比5.3％減）となりました。

 負債合計は1,542百万円（前期末比14.1％減）であり、このうち長期借入金及び短期借入金は、1,123百万円（同

10.7％減）となりました。

 純資産合計は4,086百万円（前期末比1.5％減）となりました。この結果、自己資本比率は前期末に比して2.8ポイン

ト増加して70.8％となりました。 

 (連結キャッシュ・フローの状況）

  営業活動によるキャッシュ・フローは 16百万円の減少となりました。これは、主に 仕入債務の減少額23百万円 、棚

卸資産の増加額 124万円、売上債権の減少額 84百万円 及び法人税等の支払額 127百万円によるものであります。

 投資活動によるキャッシュ・フローは92百万円の減少となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出64

百万円及び非連結子会社の取得による支出 47百万円による減少によるものです。

 財務活動によるキャッシュ・フローは 227百万円の減少となりました。これは、長期借入金の返済による支出124百万

円、自己株式の取得による支出27百万円及び配当金の支払額 66百万円によるものであります。

 以上の結果、現金及び現金等価物の当第3四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して333百万円減少し、1,466百万

円となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

 当社グループを取り巻く事業環境は、法令、制度改正等があり、依然として厳しい状況が続いておりますが、高齢化社

会を迎えている日本では、車いすを始めとした福祉用具市場全体の需要は今後も着実に伸びることが予想されます。ま

た、ランドウォーカー株式会社を子会社化したことに端を発する当社グループの新規事業“スロー・サイクル”を推進

することにより、当社グループの今後の事業拡大について、自信を深めております。
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しかしながら、当連結会計年度の業績については、前述のとおり、当社グループの生産拠点である中国において、外資

系企業に対する中国政府の政策転換、人民元高の進行、原材料費の高騰等があり、それらに対して、あらゆる角度から

対応してまいりましたが及ばず、減益を余儀なくされております。その結果、平成19年10月22日に開示致しました平成

20年3月期の連結業績予想を平成20年2月12日に別途開示致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、変

更致します。  

  

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 

前回発表予想（A） 4,080 290 330 185 6,801 97

 今回修正予想（B） 3,850 70 90 40 1,470 59

増減額（B-A） △230 △220 △240 △145 △5,331 38

増減率（％） △5.6 △75.9 △72.7 △78.4  △78.4

     前期実績 3,906 316 400 275 11,933 84

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）

  該当事項はありません。
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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

  
前第３四半期
連結会計期間末

（平成18年12月31日現在）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成19年12月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,132,068   1,498,946   1,844,450  

２．受取手形及び売掛金 ※３  689,230   692,990   782,418  

３．有価証券   10,068   10,106   10,077  

４．たな卸資産   624,819   872,037   746,688  

５．デリィバティブ資産   41,167   22,746   13,518  

６．その他   143,267   142,650   161,880  

貸倒引当金   △486   △681   △327  

流動資産合計   3,640,134 60.5  3,238,794 57.5  3,558,707 59.9

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物 ※２ 840,464   853,264   839,143   

２．土地 ※２ 1,042,169   1,028,166   1,042,169   

３．その他  231,030 2,113,664 35.2 233,900 2,115,332 37.6 254,027 2,135,341 35.9

(2）無形固定資産           

１．のれん  91,247   65,097   84,710   

２．その他  60,683 151,930 2.5 64,853 129,951 2.3 65,304 150,014 2.5

(3）投資その他の資産           

１．その他  108,066   150,151   100,536   

貸倒引当金  △1,015 107,051 1.8 △5,284 144,866 2.6 △42 100,494 1.7

固定資産合計   2,372,646 39.5  2,390,149 42.5  2,385,850 40.1

資産合計   6,012,781 100.0  5,628,944 100.0  5,944,557 100.0
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前第３四半期
連結会計期間末

（平成18年12月31日現在）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成19年12月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   148,984   165,273   202,219  

２．短期借入金 ※２  759,000   672,000   681,000  

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※２
 177,272   105,152   151,772  

４．賞与引当金   23,481   26,177   45,625  

５．役員賞与引当金   9,750   ―   11,000  

６．デリバティブ負債   17,670   13,930   15,290  

７．その他   109,001   119,184   170,026  

流動負債合計   1,245,160 20.7  1,101,717 19.6  1,276,934 21.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  587,019   345,989   425,384  

２．退職給付引当金   22,374   30,558   23,599  

３．デリバティブ負債   13,681   4,578   9,440  

４．長期未払金   60,252   59,636   60,252  

固定負債合計   683,327 11.4  440,762 7.8  518,677 8.7

負債合計   1,928,488 32.1  1,542,480 27.4  1,795,611 30.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,484,550 24.7  1,484,550 26.4  1,484,550 25.0

２．資本剰余金   1,516,900 25.2  1,516,900 26.9  1,516,900 25.5

３．利益剰余金   960,311 16.0  982,838 17.5  1,010,921 17.0

４．自己株式   ― ―  △27,916 △0.5  ― ―

株主資本合計   3,961,761 65.9  3,956,372 70.3  4,012,371 67.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  2,633 0.0  1,676 0.0  5,100 0.1

２．為替換算調整勘定   18,768 0.3  27,495 0.5  24,278 0.4

評価・換算差額等合計   21,401 0.3  29,172 0.5  29,378 0.5

Ⅲ　少数株主持分   101,130 1.7  100,918 1.8  107,196 1.8

純資産合計   4,084,293 67.9  4,086,464 72.6  4,148,946 69.8

負債純資産合計   6,012,781 100.0  5,628,944 100.0  5,944,557 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  

前第３四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,881,497 100.0  2,902,345 100.0  3,906,782 100.0

Ⅱ　売上原価   1,735,560 60.2  1,848,283 63.7  2,366,035 60.6

売上総利益   1,145,936 39.8  1,054,062 36.3  1,540,746 39.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．運賃  118,837   116,728   158,199   

２．報酬・給料及び諸手
当

 327,261   353,038   425,102   

３．賞与引当金繰入額  17,172   19,633   33,244   

４．役員賞与引当金繰入
額

 9,750   ―   11,000   

５．退職給付引当金繰入
額

 3,814   6,056   5,241   

６．役員退職慰労引当金
繰入額

 2,030   ―   2,030   

７．貸倒引当金繰入額  973   5,639   327   

８．その他  444,439 924,280 32.1 468,548 969,644 33.4 589,181 1,224,327 31.3

営業利益   221,656 7.7  84,418 2.9  316,418 8.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  956   1,627   2,970   

２．受取配当金  957   821   957   

３．受取家賃  2,477   3,405   3,177   

４．為替差益  38,905   9,397   60,324   

５．デリバティブ評価益  59,099   15,450   38,072   

６．その他  5,238 107,634 3.7 5,225 35,926 1.3 6,453 111,956 2.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  13,263   11,121   17,794   

２．新株発行費  5,889   ―   ―   

３．株式交付費  ―   ―   5,907   

４．その他  2,072 21,225 0.7 2,243 13,365 0.5 3,980 27,682 0.7

経常利益   308,065 10.7  106,979 3.7  400,692 10.2

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  113   42   42   

２．その他  ― 113 0.0 ― 42 0.0 4,720 4,762 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  ― ― ― ― ― ― 1,121 1,121 0.0

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益

  308,179 10.7  107,021 3.7  404,333 10.3

法人税、住民税及び
事業税

 104,523   57,439   167,394   

法人税等還付金  △52,106   ―   △52,106   

法人税等調整額  28,484 80,901 2.8 16,952 74,392 2.6 7,402 122,690 3.1

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

  1,941 0.1  △7,288 △0.3  5,696 0.1

第３四半期（当期）
純利益

  225,335 7.8  39,917 1.4  275,946 7.1
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 808,575 2,790,025

第３四半期連結会計期間中の変動額     

  新株の発行 510,000 510,000  1,020,000

剰余金の配当   △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与   △10,000 △10,000

四半期純利益   225,335 225,335

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

    

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

510,000 510,000 151,735 1,171,735

平成18年12月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 960,311 3,961,761

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 15,156 18,699 97,266 2,905,991

第３四半期連結会計期間中の変動額      

  新株の発行     1,020,000

剰余金の配当     △63,600

利益処分による役員賞与     △10,000

四半期純利益     225,335

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

△910 3,612 2,702 3,863 6,566

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△910 3,612 2,702 3,863 1,178,302

平成18年12月31日残高（千円） 2,633 18,768 21,401 101,130 4,084,293
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,010,921 ― 4,012,371

第３四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △68,000  △68,000

四半期純利益   39,917  39,917

自己株式の取得    △27,916 △27,916

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― △28,082 △27,916 △55,998

平成19年12月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 982,838 △27,916 3,956,372

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日残高（千円） 5,100 24,278 29,378 107,196 4,148,946

第３四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △68,000

四半期純利益     39,917

自己株式の取得     △27,916

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

△3,423 3,217 △205 △6,277 △6,483

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△3,423 3,217 △205 △6,277 △62,483

平成19年12月31日残高（千円） 1,676 27,495 29,172 100,918 4,086,463
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 808,575 2,790,025

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行 510,000 510,000  1,020,000

剰余金の配当（注）   △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与（注）   △10,000 △10,000

当期純利益   275,946 275,946

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

510,000 510,000 202,346 1,222,346

平成19年３月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,010,921 4,012,371

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 15,156 18,699 97,266 2,905,991

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     1,020,000

剰余金の配当（注）     △63,600

利益処分による役員賞与（注）     △10,000

当期純利益     275,946

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

1,556 9,122 10,679 9,929 20,608

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,556 9,122 10,679 9,929 1,242,954

平成19年３月31日残高（千円） 5,100 24,278 29,378 107,196 4,148,946

 (注)　平成18年６月24日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

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

    

１．税金等調整前第３四半期（当
期）純利益

 308,179 107,021 404,333

２．減価償却費  62,969 74,014 85,534

３．のれん償却額  19,612 19,612 26,149

４．貸倒引当金の増減額（△減少）  706 5,597 △426

５．賞与引当金の増減額（△減少）  △28,294 △19,447 △6,151

６．役員賞与引当金の増減額（△
減少）

 9,750 △11,000 11,000

７．退職給付引当金の増減額（△
減少）

 2,600 6,958 3,825

８．役員退職慰労引当金の増減額
（△減少）

 △59,773 △615 △59,773

９．受取利息及び受取配当金  △1,913 △2,448 △3,927

10．支払利息  13,263 11,121 17,794

11．為替差益  △1,761 △4,576 △13,224

12．役員賞与支払額  △10,000 ― △10,000

13．売上債権の増減額（△増加）  106,998 84,832 14,356

14．たな卸資産の増減額（△増加）  75,972 △124,165 △39,789

15．仕入債務の増減額（△減少）  △93,582 △23,700 △49,249

16．その他  △47,646 △5,540 8,527

小計  357,080 117,663 388,979

17．利息及び配当金の受取額  1,913 2,448 3,927

18．利息の支払額  △12,628 △9,453 △17,267

19．法人税等の支払額  △198,690 △127,277 △212,378

20．法人税等の還付額  43,189 ― 43,545

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 190,864 △16,618 206,806
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前第３四半期
連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期
連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

１．定期預金の預入に伴う支出  △82,046 △9,523 △96,816

２．定期預金の解約による収入  89,215 21,149 115,518

３．有形固定資産の取得による支
出

 △58,455 △64,952 △93,319

４．有形固定資産の売却による収
入

 ― 20,208 3,129

５．無形固定資産の取得による支
出

 △10,340 △11,515 △16,336

６．非連結子会社株式取得による
支出

 ― △47,500 ―

７．投資有価証券の取得による支
出

 △5,511 △453 △8,415

８．投資有価証券の売却による収
入

 ― ― 6,000

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △67,138 △92,587 △90,240

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

１．短期借入金の減少額（純額）  △56,000 △9,000 △134,000

２．長期借入金の返済による支出  △102,427 △124,079 △293,620

３．自己株式の取得による支出  ― △27,916 ―

４. 株式の発行による収入  1,020,000 ― 1,020,000

５．配当金の支払額  △62,252 △66,525 △62,354

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 799,320 △227,520 530,025

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 5,595 2,876 7,833

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△
減少）

 928,641 △333,849 654,425

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,146,310 1,800,736 1,146,310

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半
期末（期末）残高

 2,074,952 1,466,886 1,800,736
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(5) 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

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　２社

　子会社は全て連結しております。

連結子会社名

漳州立泰医療康復器材有限公

司

河村（厦門）貿易有限公司

 

 

 

 

 

(2）　　　　――――

(1）連結子会社の数　　２社

 

 

連結子会社名

漳州立泰医療康復器材有限公

司

厦門愛泰家康復器材有限公司

（厦門愛泰家康復器材有限公司

は、平成19年７月31日付けで、

河村（厦門）貿易有限公司から

社名変更したものでありま

す。）

(2）非連結子会社の名称

非連結子会社名

　ランドウォーカー㈱でありま

す。

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、第３四半期純損

益及び利益剰余金等は、

いずれも第３四半期連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

(1）連結子会社の数　　２社

　子会社は全て連結しております。

連結子会社名

漳州立泰医療康復器材有限公

司

河村（厦門）貿易有限公司

 

 

 

 

 

(2）　　　　――――

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法の適用対象となる関連会社

等はありません。

(1）持分法の適用対象となる関連会

社等はありません。

(2）持分法を適用していない非連

　結子会社（ランドウォーカー　

　㈱）は、第３四半期純損益及び

　利益剰余金等からみて、持分法

　の適用対象から除いても第３四

　半期連結財務諸表に及ぼす影響

　が軽微であり、かつ、全体とし

　ても重要性がないため持分法の

　適用範囲から除外しておりま

　す。

　持分法の適用対象となる関連会社

等はありません。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社の漳州立泰医療康復器

材有限公司及び河村（厦門）貿易有

限公司の第３四半期決算日は、９月

30日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、同第３四半期決算日現在

の財務諸表を使用しております。た

だし、10月１日から四半期連結決算

日12月31日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

　連結子会社の漳州立泰医療康復器

材有限公司及び厦門愛泰康復器材有

限公司の第３四半期決算日は、９月

30日であります。

  四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、同第３四半期決算日現在

の財務諸表を使用しております。た

だし、10月１日から四半期連結決算

日12月31日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

　連結子会社の漳州立泰医療康復器

材有限公司及び河村（厦門）貿易有

限公司の決算日は、12月31日であり

ます。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から連

結決算日３月31日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期連結会計期

間末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採

用しております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

　時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛

品

　当社及び在外連結子会社は

主として総平均法による原価

法を採用しております。ただ

し、受注生産の製品・仕掛品

は個別法による原価法によっ

ております。

③　たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛

品

同左

③　たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛

品

同左

 (b）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用して

おります。

(b）貯蔵品

同左

(b）貯蔵品

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、また、在外

連結子会社は当該国の会計基準

の規定に基づく定額法を採用し

ております。

　ただし、当社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。

建物及び構築物　 ８～47年

機械装置及び運搬具

２～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の会計

基準の規定に基づく定額法を

採用しております。

  ただし、当社は平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法

を採用しております。

  　　 なお、主な耐用年数は、以

     下の通りであります。

 　　　建物及び構築物　 ８～47年

機械装置及び運搬具

                        ２～15年

 （会計方針の変更）

     当社は、法人税法の改正に

　 伴い、当第３四半期連結会計 

　 期間より平成19年４月１日以

   降に取得した有形固定資産に

   ついて、改正後の法人税法に

　 基づく減価償却の方法に変更

   しております。

     これに伴う損益への影響は

   軽微であります。 

 （追加情報）

　　 当社は、法人税法の改正に

   伴い、平成19年３月31日以前

   に取得した資産については、

   改正前の法人税法に基づく減

   価償却の方法の適用により取

   得価額の５％に到達した連結

　 会計年度の翌連結会計年度よ

   り、取得価額の５％相当額と

   備忘価額との差額を５年間に

　 わたり均等償却し、減価償却

   費に含めて計上しておりま

   す。

     なお、これに伴う損益へ

   の影響は軽微であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、また、在外

連結子会社は当該国の会計基準

の規定に基づく定額法を採用し

ております。

　ただし、当社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。

建物及び構築物　 ８～47年

機械装置及び運搬具

２～15年

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

新株発行費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

(3)        ─────

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

（繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い）

　当連結会計年度から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

　平成18年８月11日　実務対応

報告第19号）を適用しておりま

す。

　前連結会計年度において営業

外費用の内訳として表示してい

た「新株発行費」は、当連結会

計年度から「株式交付費」と表

示する方法に変更しております。

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、当社は一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、当社は支給見込額のうち

当第３四半期連結会計期間負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、当社は支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ③　役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当第

３四半期連結会計期間負担額

を計上しております。

（会計方針の変更）

  当第３四半期連結会計期間

より「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用し

ております。

  これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前第３四

半期純利益は、それぞれ

9,750千円減少しております。

 

   ③        ───── ③　役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備える

ため、当社は当連結会計年度

末における支給見込額に基づ

き計上しております。

（会計方針の変更）

  当連結会計年度より「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号平成17年11

月29日）を適用しております。

  これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前純利益

は、それぞれ11,000千円減少

しております。

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備え

るため、当社は当第３四半期連

結会計期間末における退職給付

債務を計上しております。

　なお、退職給付引当金の対象

従業員が 300名未満であるため、

簡便法によっており、退職給付

債務の金額は第３四半期連結会

計期間末自己都合要支給額とし

ております。

 

 

 

④　退職給付引当金

同左

 

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備え

るため、当社は当連結会計年度

末における退職給付債務を計上

しております。

　なお、退職給付引当金の対象

従業員が 300名未満であるため、

簡便法によっており、退職給付

債務の金額は連結会計年度末自

己都合要支給額としております。

 

 

 

 ⑤　役員退職慰労引当金

　平成18年６月24日開催の定時

株主総会において、コーポレー

ト・ガバナンスの強化の一環と

して役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。

   ⑤        ───── ⑤　役員退職慰労引当金

　平成18年６月24日開催の定時

株主総会において、コーポレー

ト・ガバナンスの強化の一環と

して役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。

 （追加情報）

　　　従来、当社は役員の退職慰 

    労金の支出に備えるため、役

　　員退職慰労金規程に基づき

    第３四半期連結会計期間末

 　 要支給額を計上しておりま

    したが、コーポレート・ガバ

    ナンスの強化の一環として役

    員退職慰労金制度を廃止し、

    役員退職慰労金は全額取崩

    し、「長期未払金」に振替

　　えております。

　　　なお、この変更による損益

　　に与える影響はありません。

（追加情報）

　　　従来、当社は役員の退職慰

　　労金の支出に備えるため、役

　　員退職慰労金規程に基づき期

　　末要支給額を計上しておりま

　　したが、コーポレート・ガバ

　　ナンスの強化の一環として役

　　員退職慰労金制度を廃止し、

　　役員退職慰労金は全額取崩

　　し、「長期未払金」に振替え

　　ております。

　　　なお、この変更による損益

　　に与える影響はありません。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、第３四

半期連結会計期間末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負

債は、第３四半期決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上してお

ります。

(5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

　　　　　　同左

(5）重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上し

ております。

 (6）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

 (7）その他第３四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な

事項

(7）その他第３四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な

事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

　また、控除対象外消費税等につ

いては、当第３四半期連結会計期

間の負担すべき期間費用として処

理しております。ただし、固定資

産に係る控除対象外消費税等につ

いては、投資その他の資産「その

他」に計上し、法人税法に規定す

る期間（５年間）にわたり償却し

ております。

同左 　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

　また、控除対象外消費税等につ

いては、当連結会計年度の負担す

べき期間費用として処理しており

ます。ただし、固定資産に係る控

除対象外消費税等については、投

資その他の資産「その他」に計上

し、法人税法に規定する期間（５

年間）にわたり償却しております。

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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(6) 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の変更

前第３四半期連結会計期間
（平成18年12月31日現在）

当第３四半期連結会計期間
（平成19年12月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

（役員賞与に係る会計基準）

　当第３四半期連結会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成

17年11月29日　企業会計基準第４号）を適用し

ております。

─────

 

 

 

 

（役員賞与に係る会計基準）

　当期連結会計年度から「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月

29日　企業会計基準第４号）を適用しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,983,163千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間における第

３四半期連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴ない、改

正後の中間連結財務諸表規則により作成してお

ります。

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,041,750千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

 　　　表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（平成18年12月31日現在）

当第３四半期連結会計期間
（平成19年12月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

（第３四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期連結会計期間において「連結調

整勘定」として掲記されていたものは、当第３

四半期連結会計期間から「のれん」と表示して

おります。

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算

書）

　前第３四半期連結会計期間において、「連結

調整勘定償却額」として掲記されていたものは、

当第３四半期連結会計期間から「のれん償却

額」として表示しております。

─────

 

 

 

 

（連結貸借対照表）

　前連結会計期間において「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当連結会計期間か

ら「のれん」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計期間において、「連結調整勘定償

却額」として掲記されていたものは、当連結会

計期間から「のれん償却額」として表示してお

ります。
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(7）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日現在）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

403,599千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　479,861千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

417,190千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

建物 653,446千円

土地 913,594千円

計 1,567,041千円

建物       628,208千円

土地       913,594千円

計     1,541,803千円

建物       645,555千円

土地       913,594千円

計    1,559,149千円

　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 91,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
159,272千円

長期借入金 468,806千円

計 719,078千円

短期借入金       50,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
      87,152千円

長期借入金       243,654千円

計       380,806千円

短期借入金       97,456千円

１年以内返済予定

の長期借入金
      107,948千円

長期借入金       250,833千円

計       456,237千円

※３　満期手形の注記　

　第３四半期連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当第３四半期連結会

計期間の末日は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

　受取手形　　　　　　　　12,031千円

※３　満期手形の注記　

同左 

 

 

 

 

 　　　受取手形　　　　　　　　10,737千円　

　　　　　

※３　満期手形の注記　

　連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、当連結会計年度の末日は金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。

　受取手形　　　　　　　　12,362千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式
数（株）

当第３四半期連結会計
期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会計
期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（株） 21,200 6,000 ― 27,200

 　　 合計 21,200 6,000 ― 27,200

 　（注）普通株式の発行済株式総数の増加6,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 63,600 3,000  平成18年3月31日  平成18年6月24日

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式
数（株）

当第３四半期連結会計
期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会計
期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（株） 27,200 ― ― 27,200

 　　 合計 27,200 ― ― 27,200

自己株式     

普通株式（株） ― 235 ― 235

 　　 合計 ― 235 ― 235

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加235株は、平成19年８月21日の取締役会決議に伴う市場買付によるもので

　　　　 あります。

 

２　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 68,000 2,500  平成19年３月31日  平成19年６月11日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式
数（株）

当連結会計年度増加株
式数（株）

当連結会計年度減少株
式数（株）

当連結会計年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（株） 21,200 6,000 ― 27,200

 　　（注）普通株式の発行済株式総数の増加　6,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 63,600 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月24日

 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
 

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 68,000 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月11日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の当第３四半期末残高

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

※　現金及び現金同等物の当第３四半期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,132,068千円

有価証券勘定 10,068千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△67,185千円

計 2,074,952千円

現金及び預金勘定 1,498,946千円

有価証券勘定 10,106千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△42,166千円

計 1,466,886千円

現金及び預金勘定 1,844,450千円

有価証券勘定 10,077千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△53,792千円

計 1,800,736千円

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資産その他

取得価額相当額 6,366千円

減価償却累計額相

当額
4,137千円

第３四半期末残高

相当額
2,228千円

有形固定資産その他

取得価額相当額      6,366千円

減価償却累計額相

当額
  5,411千円

第３四半期末残高

相当額
    954千円

有形固定資産その他

取得価額相当額      6,366千円

減価償却累計額相

当額
     4,456千円

期末残高相当額      1,909千円

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産の

第３四半期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　　　　 同左 　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

２．未経過リース料第３四半期期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,273千円

１年超 954千円

合計 2,228千円

１年内      954千円

１年超  　　      ― 千円

合計      954千円

１年内      1,273千円

１年超      636千円

合計      1,909千円

　（注）　なお、未経過リース料第３四半期末

残高相当額は、有形固定資産の第３

四半期末残高等に占める未経過リー

ス料第３四半期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ております。

　（注）　　　　　 同左 　（注）　なお、未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残高等に

占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 954千円

減価償却費相当額 954千円

支払リース料    954千円

減価償却費相当額    954千円

支払リース料      1,273千円

減価償却費相当額      1,273千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

  せん。

（減損損失について）

　                 同左

（減損損失について）

　                 同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 17,443 19,163 1,719

(2）その他 1,747 4,369 2,621

合計 19,191 23,532 4,341

２．時価のない主な有価証券の内容

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 22,100

中期国債ファンド 10,068

その他 5,799

当第３四半期連結会計期間末（平成19年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 20,860 20,184 △676

(2）その他 1,747 5,239 3,491

合計 22,608 25,423 2,815

２．時価のない主な有価証券の内容

種類 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 18,600

中期国債ファンド 10,106
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 20,407 26,434 6,027

(2）その他 1,747 4,283 2,535

合計 22,155 30,718 8,562

２．時価のない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 18,600

中期国債ファンド 10,077

その他 2,877

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日）

通貨関連

区分 種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引

以外の取

引

為替予約取引     

買建     

米ドル 12,650 ― 11,857 △792

通貨オプション取引     

売建     

プット     

米ドル
1,977,392

 　　　　　(―)

512,216

 　　　　　(―)
△51,541 △51,541

買建     

コール     

米ドル
1,977,392

 　　　　　(―)

512,216

 　　　　　(―)
62,148 62,148

合計 ― ― ― 9,814

　（注）１．時価の算定方法

期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション

料は発生しておりません。
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当第３四半期連結会計期間末（平成19年12月31日）

通貨関連

区分 種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引

以外の取

引

通貨オプション取引    

売建    

プット    

米ドル
2,579,790

(―) 
△91,576 △91,576

買建    

コール    

米ドル
2,579,790

(―) 
95,813 95,813

合計 ― ― 4,237

　（注）１．時価の算定方法

期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション

料は発生しておりません。

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

通貨関連

区分 種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引

以外の取

引

為替予約取引     

買建     

米ドル 12,650 ― 11,762 △887

通貨オプション取引     

売建     

プット     

米ドル
1,422,984

(―) 

271,607

(―) 
△43,402 △43,402

買建     

コール     

米ドル
1,422,984

(―) 

271,607

(―) 
33,077 33,077

合計 ― ― ― △11,212

　（注）１．時価の算定方法

期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション

料は発生しておりません。
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(8）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性から

判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性から

判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

前連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類・性格、販売市場等の類似性から

判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を

超えているため、記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

 
日本

（千円）
中国

（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 2,781,027 121,318 2,902,345 ― 2,902,345

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替額
― 491,155 491,155  　　 (491,155) ―

計 2,781,027 612,474 3,393,501  　　 (491,155) 2,902,345

　　 営業費用 2,642,618 684,126 3,326,745  　　 (508,817) 2,817,927

     営業利益 138,408 △71,652 66,755 17,662 84,418

   （注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 

前連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を

超えているため、記載を省略しております。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

前連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 146,439円82銭        147,804円40銭        148,593円76銭

１株当たり四半期（当期）純

利益
10,341円73銭     1,470円03銭       11,933円84銭

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益

　潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

四半期（当期）純利益（千円） 225,335 39,917 275,946

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千

円）
225,335 39,917 275,946

期中平均株式数（株） 21,789 27,154 23,123

（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間　（ 自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間　（ 自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度　（ 自　平成18年４月１日　　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

(9）【その他】

　該当事項はありません。
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(10）生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

区分 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度

標準車いす（千円） 1,352,653 1,636,019 1,966,087

特殊車いす（千円） 838,981 729,289 1,134,779

電動車いす（千円） 164,768 113,022 190,559

その他福祉用品（千円） 345,617 354,529 465,691

その他（千円） 49,924 55,577 63,611

合計（千円） 2,751,944 2,888,438 3,820,729

　（注）　金額は販売価格によって表示しております。

②　商品仕入実績

区分 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度

その他福祉用品（千円） 21,350 26,877 28,323

その他（千円） 22,944 6,623 31,620

合計（千円） 44,295 33,500 59,943

③　受注状況

　当社では、標準品に関しましては受注日に出荷することを原則としております。また、特注品におきましも約２

週間で出荷が可能な体制をとっております。従いまして、受注残高は軽微であり、受注実績の記載を省略しており

ます。

④　販売実績

区分 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度

標準車いす（千円） 1,494,048 1,608,838 2,038,540

特殊車いす（千円） 807,048 799,988 1,100,475

電動車いす（千円） 158,822 96,815 189,739

その他福祉用品（千円） 355,726 325,466 488,792

その他（千円） 65,851 71,236 89,234

合計（千円） 2,881,497 2,902,345 3,906,782
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,940,313   1,276,442   1,659,862   

２．受取手形 ※３ 267,682   259,215   230,074   

３．売掛金  395,458   384,714   521,211   

４．たな卸資産  483,943   569,671   538,049   

５．繰延税金資産  23,666   27,212   46,361   

６．デリバティブ資産  41,167   22,746   13,518   

７．その他  97,402   136,777   74,761   

貸倒引当金  △486   △681   △327   

流動資産合計   3,249,146 56.7  2,676,098 50.1  3,083,512 55.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 660,047   628,208   652,063   

２．土地 ※２ 1,042,169   1,028,166   1,042,169   

３．その他  55,802   61,680   56,051   

有形固定資産合計  1,758,019   1,718,056   1,750,284   

(2）無形固定資産  10,149   10,106   11,227   

(3）投資その他の資産           

１．出資金  423,809   568,828   423,809   

２．その他  287,218   371,432   333,952   

貸倒引当金  △1,015   △5,284   △42   

投資その他の資産合
計

 710,013   934,976   757,719   

固定資産合計   2,478,182 43.3  2,663,139 49.9  2,519,230 45.0

資産合計   5,727,329 100.0  5,339,237 100.0  5,602,743 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  20,640   14,629   23,473   

２．買掛金  45,643   35,353   59,234   

３．短期借入金 ※２ 759,000   672,000   681,000   

４．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ 177,272   105,152   151,772   

５．賞与引当金  23,481   26,177   45,625   

６．役員賞与引当金  9,750   ―   11,000   

７．デリバティブ負債  17,670   13,930   15,290   

８．その他  100,477   102,622   153,220   

流動負債合計   1,153,935 20.1  969,865 18.2  1,140,616 20.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 497,306   254,154   331,613   

２．退職給付引当金  22,374   30,558   23,599   

３．デリバティブ負債  13,681   4,578   9,440   

４．長期未払金  60,252   59,636   60,252   

固定負債合計   593,614 10.4  348,926 6.5  424,905 7.6

負債合計   1,747,550 30.5  1,318,792 24.7  1,565,522 27.9

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,484,550 25.9  1,484,550 27.8  1,484,550 26.5

２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  1,516,900   1,516,900   1,516,900   

 資本剰余金合計   1,516,900 26.5  1,516,900 28.4  1,516,900 27.1

３．利益剰余金           

 （1）利益準備金  1,300   1,300   1,300   

 （2）その他利益剰余
　
　金

          

 　   繰越利益剰余金  974,395   1,043,934   1,029,370   

 利益剰余金合計   975,695 17.0  1,045,234 19.6  1,030,670 18.4

４．自己株式   ― ―  △27,916 △0.5  ― ―

株主資本合計   3,977,145 69.4  4,018,768 75.3  4,032,120 72.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  2,633 0.1  1,676 0.0  5,100 0.1

評価・換算差額等合計   2,633 0.1  1,676 0.0  5,100 0.1

純資産合計   3,979,778 69.5  4,020,444 75.3  4,037,220 72.1

負債純資産合計   5,727,329 100.0  5,339,237 100.0  5,602,743 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,852,447 100.0  2,781,027 100.0  3,814,768 100.0

Ⅱ　売上原価   1,764,871 61.9  1,746,048 62.8  2,365,436 62.0

売上総利益   1,087,576 38.1  1,034,979 37.2  1,449,331 38.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   860,691 30.2  896,570 32.2  1,130,162 29.6

営業利益   226,884 7.9  138,408 5.0  319,169 8.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  4,214   6,759   6,241   

２．デリバティブ評価益  59,099   15,450   38,072   

３．その他  44,262 107,576 3.8 7,380 29,590 1.0 69,052 113,366 3.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11,698   9,867   15,668   

２．その他  7,898 19,596 0.7 1,861 11,729 0.4 9,888 25,556 0.7

経常利益   314,864 11.0  156,269 5.6  406,979 10.7

Ⅵ　特別利益   113 0.0  42 0.0  4,762 0.1

税引前第３四半期
（当期）純利益

  314,977 11.0  156,311 5.6  411,741 10.8

法人税、住民税及び
事業税

 104,523   56,796   167,394   

法人税等還付金  △52,106   ―   △52,106   

法人税等調整額  28,484 80,901 2.8 16,952 73,748 2.6 7,402 122,690 3.2

第３四半期（当期）
純利益

  234,076 8.2  82,563 3.0  289,051 7.6
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  (3) 四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 1,300 813,919 2,796,669

第３四半期会計期間中の変動額      

  新株の発行 510,000 510,000   1,020,000

剰余金の配当    △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与    △10,000 △10,000

四半期純利益    234,076 234,076

株主資本以外の項目の第３四半期会
計期間中の変動額（純額）

     

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

510,000 510,000 ― 160,476 1,180,476

平成18年12月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,300 974,395 3,977,145

 
評価・換算差額等

純資産合計
　　　　その他有価証券評価差額金

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 2,800,212

第３四半期会計期間中の変動額   

  新株の発行  1,020,000

剰余金の配当  △63,600

利益処分による役員賞与  △10,000

四半期純利益  234,076

株主資本以外の項目の第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

△910 △910

第３四半期会計期間中の変動額合計（千円） △910 1,179,566

平成18年12月31日残高（千円） 2,633 3,979,778
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当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 

　　　　　　　株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式

 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 株主資本合計

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,300 1,029,370 ― 4,032,120

第３四半期会計期間中の変動額       

剰余金の配当    △68,000  △68,000

四半期純利益    82,563  82,563

自己株式の取得     △27,916 △27,916

株主資本以外の項目の第３四半期会
計期間中の変動額（純額）

      

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― 14,563 △27,916 △13,352

平成19年12月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,300 1,043,934 △27,916 4,018,768

 
評価・換算差額等

純資産合計
　　　　その他有価証券評価差額金

平成18年３月31日残高（千円） 5,100 4,037,220

第３四半期会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △68,000

四半期純利益  82,563

自己株式の取得  △27,916

株主資本以外の項目の第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

△3,423 △3,423

第３四半期会計期間中の変動額合計（千円） △3,423 △16,776

平成18年12月31日残高（千円） 1,676 4,020,444
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前会計年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 974,550 1,006,900 1,300 813,919 2,796,669

事業事業年度中の変動額      

新株の発行 510,000 510,000   1,020,000

剰余金の配当（注）    △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与（注）    △10,000 △10,000

当期純利益    289,051 289,051

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

     

事業年度中の変動額合計（千円） 510,000 510,000 ― 215,451 1,235,451

平成19年３月31日残高（千円） 1,484,550 1,516,900 1,300 1,029,370 4,032,120

 
評価・換算差額等

純資産合計
　　　　その他有価証券評価差額金

平成18年３月31日残高（千円） 3,543 2,800,212

事業年度中の変動額   

新株の発行  1,020,000

剰余金の配当（注）  △63,600

利益処分による役員賞与（注）  △10,000

当期純利益  289,051

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額）

1,556 1,556

事業年度中の変動額合計（千円） 1,556 1,237,008

平成19年３月31日残高（千円） 5,100 4,037,220

 （注）平成18年６月24日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社出資金

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(1）有価証券

子会社株式及び子会社出資金

同左

(1）有価証券

子会社出資金

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期会計期間末日

の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。ただし、受注生

産の製品・仕掛品は個別法によ

る原価法によっております。

(3）たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛品

同左

(3）たな卸資産

(a）製品、商品、原材料、仕掛品

同左

 (b）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

(b）貯蔵品

同左

(b）貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は、以下の

通りであります。

建物　　　　８～47年

(1）有形固定資産

　  　 定率法（ただし、平成10年

     ４月１日以降に取得した建物

    （附属設備を除く）は定額法）

     を採用しております。

　  なお、主な耐用年数は、以

  下の通りであります。

  建物　　　　　　８～47年

 　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、

当第３四半期会計期間より、

平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更

しております。

  なお、これに伴う損益へ

の影響は軽微であります。

 　（追加情報）

　　　 法人税法の改正に伴い、平

　　 成19年３月31日以前に取得し

     た資産については、改正前の

     法人税法に基づく減価償却の

     方法の適用により取得価額の

     ５％に到達した事業年度の翌

　　 事業年度より、取得価額の５

     ％相当額と備忘価額との差額

     を５年間にわたり均等償却

     し、減価償却費に含めて計上

     しております。

       なお、これに伴う損益への

     影響は軽微であります。　

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は、以下の

通りであります。

建物　　　　８～47年
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

支出時に全額費用として処理

しております。

 (1)         ─────

 

(1）株式交付費

支出時に全額費用として処理

しております。

（繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い）

　当事業年度から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平

成18年８月11日　実務対応報告

第19号）を適用しておりま

す。

　前事業年度において営業外費

用の内訳として表示していた

「新株発行費」は、当事業年度

から「株式交付費」と表示する

方法に変更しております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半

期会計期間負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担額

を計上しております。

  (3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当第

３四半期会計期間負担額を計

上しております。

　（会計方針の変更）

当第３四半期会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号平

成17年11月29日）を適用して

おります。

これにより営業利益、経常

利益及び税引前第３四半期純

利益は、それぞれ9,750千円減

少しております。 

 (3)         ─────

 

 (3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える

ため、当事業年度における支

給見込額に基づき計上してお

ります。

　（会計方針の変更）

当事業年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準第４号平成17年11月29

日）を適用しております。

これにより営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ11,000千円減少して

おります。 

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備える

ため、当第３四半期会計期間末に

おける退職給付債務を計上してお

ります。

　なお、退職給付引当金の対象従

業員が 300名未満であるため、簡

便法によっており、退職給付債務

の金額は第３四半期会計期間末自

己都合要支給額としております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備える

ため、当期末における退職給付債

務を計上しております。

　なお、退職給付引当金の対象従

業員が 300名未満であるため、簡

便法によっており、退職給付債務

の金額は事業年度末自己都合要支

給額としております。

㈱カワムラサイクル（7311）　平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 37 －



項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (5）役員退職慰労引当金

　平成18年６月24日開催の定時株

主総会において、コーポレート・

ガバナンスの強化の一環として役

員退職慰労金制度を廃止いたしま

した。

 (5)         ─────

 

(5）役員退職慰労引当金

　平成18年６月24日開催の定時株

主総会において、コーポレート・

ガバナンスの強化の一環として役

員退職慰労金制度を廃止いたしま

した。

 （追加情報）

　　従来、当社は役員の退職慰労

　金の支出に備えるため、役員退

　職慰労金規程に基づき第３四半

　期会計期間末要支給額を計上し

　ておりましたが、コーポレー

　ト・ガバナンスの強化の一環と

　して役員退職慰労金制度を廃止

　し、役員退職慰労金は全額取崩

　し、「長期未払金」に振替えて

　おります。

　　なお、この変更による損益に

　与える影響はありません。

 

　

　

（追加情報）

　　従来、当社は役員の退職慰労

　金の支出に備えるため、役員退

　職慰労金規程に基づき期末要支

　給額を計上しておりましたが、

　コーポレート・ガバナンスの強

　化の一環として役員退職慰労金

　制度を廃止し、役員退職慰労金

　は全額取崩し、「長期未払金」

　に振替えております。

　　なお、この変更による損益に

　与える影響はありません。

５．重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、第３四半

期末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の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す。

同左 同左

７．その他第３四半期財務諸

表（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。なお、

仮払消費税及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。また、控除

対象外消費税等については、当第３

四半期会計期間の負担すべき期間費

用として処理しております。ただし、

固定資産に係る控除対象外消費税等

については、投資その他の資産「そ

の他」に計上し、法人税法に規定す

る期間（５年間）にわたり償却して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。また、

控除対象外消費税等については、当

期の負担すべき期間費用として処理

しております。ただし、固定資産に

係る控除対象外消費税等については

投資その他の資産「その他」に計上

し、法人税法に規定する期間（５年

間）にわたり償却しております。
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(5) 会計処理の変更

前第３四半期会計期間末
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度末
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,979,778千円であります。

　なお、当第３四半期会計期間における第３四

半期貸借対照表の純資産の部については、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月

９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,037,220千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

(6）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度末
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

330,834千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       374,237千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       334,645千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

建物 653,446千円

土地 913,594千円

計 1,567,041千円

建物       628,208千円

土地       913,594千円

計     1,541,803千円

建物       645,555千円

土地       913,594千円

計     1,559,149千円

　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 91,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
159,272千円

長期借入金 468,806千円

計 719,078千円

短期借入金       50,000千円

１年以内返済予定

の長期借入金
      87,152千円

長期借入金       243,654千円

計       380,806千円

短期借入金       97,456千円

１年以内返済予定

の長期借入金
      107,948千円

長期借入金       250,833千円

計       456,237千円

※３　満期手形の注記　

　第３四半期会計期間末日満期手形の会計

処理については、当第３四半期会計期間の

末日は金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しておりま

す。

　受取手形　　　　　　　　12,031千円

※３　満期手形の注記　

　第３四半期会計期間末日満期手形の会計

処理については、当第３四半期会計期間の

末日は金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しておりま

す。

　受取手形　　　　　　　　10,737千円

※３　満期手形の注記　

　事業年度末日満期手形の会計処理につい

ては、当事業年度の末日は金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。

　受取手形　　　　　　　　12,362千円

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

減価償却実施額  

有形固定資産 36,465千円

無形固定資産 2,857千円

減価償却実施額  

有形固定資産       40,865千円

無形固定資産    3,132千円

減価償却実施額  

有形固定資産       49,291千円

無形固定資産      4,142千円
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（リース取引関係）

前期第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当期第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

機械装置及び運搬具

取得価額相当額 6,366千円

減価償却累計額相

当額
4,137千円

第３四半期末残高

相当額
2,228千円

機械装置及び運搬具

取得価額相当額      6,366千円

減価償却累計額相

当額
     5,411千円

第３四半期末残高

相当額
     954千円

機械装置及び運搬具

取得価額相当額      6,366千円

減価償却累計額相

当額
     4,456千円

期末残高相当額      1,909千円

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第３

四半期末残高が有形固定資産の第３四半期

末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

　（注）　　　　　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,273千円

１年超 954千円

合計 2,228千円

１年内      954千円

１年超  　　      ― 千円

合計      954千円

１年内      1,273千円

１年超      636千円

合計      1,909千円

（注）なお、未経過リース料第３四半期末残高

相当額は、有形固定資産の第３四半期末残

高等に占める未経過リース料第３四半期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

　（注）　　　　　同左　 （注）なお、未経過リース料期末残高相当額は、

有形固定資産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 954千円

減価償却費相当額 954千円

支払リース料    954千円

減価償却費相当額    954千円

支払リース料      1,273千円

減価償却費相当額      1,273千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

  せん。

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

(7）【その他】

　該当事項はありません。
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