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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 11,295 ― 52 ― 53 ― 13 ―
20年3月期第3四半期 10,034 2.4 8 ― 15 ― 17 ―

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

21年3月期第3四半期 0.47 ―
20年3月期第3四半期 0.62 ―

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

21年3月期第3四半期 11,919 4,001 33.6 141.18
20年3月期 12,920 4,356 33.7 153.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,001百万円 20年3月期  4,356百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21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 16,500 3.1 550 11.6 550 10.2 630 0.5 22.22

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  28,400,000株 20年3月期  28,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  56,696株 20年3月期  49,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  28,347,833株 20年3月期第3四半期  28,353,866株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
（2）当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界的な景気減速が国内経
済にも波及し、円高・株安が企業業績を圧迫するとともに雇用情勢が悪化するなど、景気の減速感・停滞
感を一層強める状況となりました。 
当社につきましても、公共投資の減少基調が続き、また、金融不安と信用収縮の影響で不動産市況の悪

化が進み、ゼネコン・マンションデベロッパーの破綻が続くなど、厳しい事業環境のなかで推移してまい
りました。 
このような状況のなか、当社はお客様第一を主眼に置いたきめ細かな営業展開、並びに市場のニーズを

的確に捉えた新製品開発を軸に事業展開を行ってまいりました。なお、収益面につきましては、製造コス
トの見直しや効率性のアップに努めるなど、収益力の向上に取り組んでまいりました。 
事業別では、主力の防災部門におきましては、建設投資の圧縮と不動産市況の悪化の影響で製造設備と

マンション・住宅を中心に需要は大きく落ち込むなか、大容量泡薬剤の納入や新製品である家庭用消火器
「キッチンアイ」の発売で販売を伸ばしております。 
また、自転車部門におきましては、個人消費が低迷し引き続き厳しい状況が続いておりますが、当社の

特徴を生かした「安全指向車」「湘南自転車」「アクティブ車」を軸に取り組みをしております。 
この結果、当第３四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は11,295百万円、営業利益は52百

万円、経常利益は53百万円、四半期純利益は13百万円となりました。 
  

（資産） 
流動資産は、前事業年度末に比べて9.5％減少し、7,640百万円となりました。これは、主に受取手形及

び売掛金（純額）が1,012百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べて4.4％減少し、4,278百万円となりました。これは、主に投資有価証

券の時価評価に伴う減少によるものであります。また、当第３四半期会計期間において株式会社モリタホ
ールディングスが親会社となったため、当第３四半期会計期間末から「親会社株式」と区分掲記すること
にしました。なお、前事業年度末の「投資有価証券」に含まれる株式会社モリタホールディングス株式の
金額は408百万円であります。 
この結果、総資産は、前事業年度末に比べて7.7％減少し、11,919百万円となりました。 
  
（負債） 
流動負債は、前事業年度末に比べて8.1％減少し、5,679百万円となりました。これは、主に支払手形及

び買掛金が144百万円、未払法人税等が224百万円それぞれ減少、短期借入金が200百万円増加したことに
よるものであります。 
固定負債は、前事業年度末に比べて6.0％減少し、2,238百万円となりました。これは、主に繰延税金負

債の減少によるものであります。 
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて7.5％減少し、7,918百万円となりました。 
  
（純資産） 
純資産合計は、前事業年度末に比べて8.2％減少し、4,001百万円となりました。これは、主に配当によ

る利益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月22日に公表いたしました業績予想に変更はご
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
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前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３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期会計期間末

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原価差異の配賦方法 
予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への

配賦を年度決算と比較して簡便的に事業の種類別区分により実施する方法によっております。 

  

④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、会計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。 

  

⑤経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑥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 
当第３四半期における税金費用については法定実効税率による簡便な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は、前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ので、前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。 

  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財
務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  
②「棚卸資産に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を第１四半期会計期間から適用し、評価基準に
ついては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変
更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 179,262 404,965

受取手形及び売掛金（純額） 4,259,259 5,272,147

商品及び製品 1,486,531 1,061,462

原材料及び貯蔵品 617,564 670,564

仕掛品 95,565 95,332

未成工事支出金 732,960 703,141

繰延税金資産 200,980 194,970

その他 68,814 41,129

流動資産合計 7,640,939 8,443,715

固定資産   

有形固定資産 2,569,181 2,401,704

無形固定資産 4,629 3,968

投資その他の資産   

投資有価証券 1,203,833 1,985,151

親会社株式 416,700 －

その他 84,331 86,109

投資その他の資産合計 1,704,864 2,071,260

固定資産合計 4,278,675 4,476,933

資産合計 11,919,615 12,920,648

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,547,660 2,692,058

短期借入金 1,800,000 1,600,000

未払法人税等 29,786 254,400

引当金 54,860 47,087

その他 1,247,446 1,589,791

流動負債合計 5,679,753 6,183,337

固定負債   

退職給付引当金 1,104,487 1,089,640

繰延税金負債 360,728 509,502

その他 773,212 781,459

固定負債合計 2,238,427 2,380,602

負債合計 7,918,181 8,563,940

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,428,000 1,428,000

資本剰余金 1,074,187 1,074,187

利益剰余金 779,893 908,237

自己株式 △7,498 △6,273

株主資本合計 3,274,583 3,404,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 740,625 957,552

繰延ヘッジ損益 △13,774 △4,996

評価・換算差額等合計 726,850 952,556

純資産合計 4,001,433 4,356,708

負債純資産合計 11,919,615 12,920,648

宮田工業㈱（7301）平成21年3月期　第3四半期決算短信（非連結）

―4―



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,295,691

売上原価 8,988,135

売上総利益 2,307,556

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 2,254,932

営業利益 52,623

営業外収益  

受取配当金 19,711

その他 10,085

営業外収益合計 29,796

営業外費用  

支払利息 23,771

その他 5,304

営業外費用合計 29,076

経常利益 53,343

特別利益  

特別利益合計 1

特別損失  

特別損失合計 4,464

税引前四半期純利益 48,880

法人税等 35,471

四半期純利益 13,408
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 48,880

減価償却費 178,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,863

受取利息及び受取配当金 △20,130

支払利息 23,771

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,463

売上債権の増減額（△は増加） 1,013,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △402,121

仕入債務の増減額（△は減少） △144,398

その他 △75,215

小計 632,199

利息及び配当金の受取額 20,130

利息の支払額 △14,164

法人税等の支払額 △254,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,666

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △365

有形固定資産の取得による支出 △667,866

貸付けによる支出 △700

貸付金の回収による収入 1,655

その他 △1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △668,318

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） 200,000

配当金の支払額 △139,825

その他 △1,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,702

現金及び現金同等物の期首残高 404,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 179,262
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当事業年度より、有形固定資産のうち機械及び装置について、従来採用していた耐用年数から実態に即

した耐用年数に変更しております。これは、合理化及び増産に伴う設備投資計画が従前に増して増加して

おり、また今後も引き続き重点投資として積極的な設備投資が予想されるため平均使用年数の見直しを行

った結果、従来使用していた耐用年数からより実態に近い耐用年数に変更したものであります。この結

果、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、税引前四半期純利益が23百万円それぞれ増加しております。

  

(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
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（要約）前四半期損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 10,034

Ⅱ 売上原価 7,760

  売上総利益 2,274

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,266

  営業利益 8

Ⅳ 営業外収益 39

Ⅴ 営業外費用 32

  経常利益 15

Ⅵ 特別利益 26

Ⅶ 特別損失 10

 税引前四半期純利益 31

 税金費用等 14

 四半期純利益 17
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

(2) 受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

(3) 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

 
  

6. その他の情報

事業部門 生産高（千円）

防災部門
6,214,558

(2,214,666)

自転車部門 437,827

合計 6,652,385

（注） １ 金額は、販売価格によっております。

２ 防災部門の（ ）内は、外注依存分であります。

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門 受注高（千円） 受注残高（千円）

防災部門 3,026,720 2,167,257

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門 販売高（千円）

機器 5,824,511

設備 2,820,999

防災部門 8,645,511

自転車部門 2,650,180

合計 11,295,691

（注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 総販売実績の10％を超える主要な販売先はありません。
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