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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 4,250 ― △99 ― △183 ― △200 ―
20年3月期第3四半期 3,325 9.3 △693 ― △755 ― △763 ―

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 △1.87 ―
20年3月期第3四半期 △6.73 ―

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 8,819 1,722 19.5 13.53
20年3月期 8,224 1,925 23.4 15.42

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,722百万円 20年3月期  1,925百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 8,000 2.3 357 59.0 256 93.0 238 93.7 1.86

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) 簡便な会計処理及び四半期連結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. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結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に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的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場合があります。業績予想に関連する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．連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧下さい。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  116,269,350株 20年3月期  116,269,350株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  213,145株 20年3月期  178,100株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  116,073,650株 20年3月期第3四半期  116,099,171株
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当第３四半期連結累計期間における国内経済は、世界的な金融市場の混乱や株式市場の混乱による急速

な景気悪化の影響を受け、企業収益が大幅に減少するなかで、雇用情勢の悪化や設備投資の減少などが顕

著となり、景気の後退は深刻度を一層増すところとなりました。 

このような厳しい経済状況の下、当社グループは主力事業である気象防災装置や環境計測装置を中心

に、引続き積極的な販売活動を展開するとともに、生産性向上および品質向上への活動を全社一丸で推進

し、事業収益の改善に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比で924百万円増加（27.8％増加）し、

4,250百万円となりました。損益面につきましては、営業損失は前年同期に比べ594百万円減少し99百万円

となり、経常損失は前年同期に比べ571百万円減少し183百万円となりました。また四半期純損失は前年同

期に比べ563百万円減少し200百万円となり、大幅に改善しております。 

なお、当社グループの売上高および利益の計上には季節的変動があり、第４四半期連結会計期間に偏る

傾向があります。詳しくは３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

  (注）上記に記載しました前年同期の金額や前年同期増減率は参考として記載しております。 
  
  

①資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、8,819百万円となり、前連結会計年度末に比べ595百万

円増加（7.2％増加）しました。流動資産における主な増減は現金及び預金の増加584百万円、仕掛品の増

加1,561百万円、受取手形及び売掛金の減少1,528百万円等です。固定資産における主な増減は有形固定資

産の減少5百万円、無形固定資産の減少1百万円、投資その他の資産の減少30百万円等です。 

負債の部は前連結会計年度末に比べ798百万円増加（12.7％増加）し7,097百万円となりました。流動負

債における主な増減は、短期借入金の増加160百万円,受注損失引当金の増加96百万円、前受金の増加435

百万円等です。固定負債における主な増減は、リース債務の増加48百万円、退職給付引当金の増加82百万

円等です。 

純資産は、主として四半期純損失200百万円の計上により、前連結会計年度末に比べ203百万円減少

（10.6％減少）し1,722百万円となりました。 
  

 ②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（資金）は、期首残高に比べ584百万円増加

し643百万円となりました。（対前年同期比では、134.7％増） 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は、501百万円の増加（対前年同期比706百万円の収入の増）となりました。資金

の増加の主な内訳は、売上債権の減少額1,528百万円、前受金の増加額435百万円、減価償却費144百万

円、減損損失11百万円、受注損失引当金の増加額96百万円、退職給付引当金の増加額82百万円、製品保証

引当金の増加額9百万円等であり、資金の減少の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失193百万円、たな

卸資産の増加額1,511百万円、その他の資産の増加額49百万円,その他の負債の減少額39百万円等です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は、49百万円減少（対前年同期比8百万円の支出の増）となりました。資金の減

少は、主に有形固定資産の取得による支出52百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は、132百万円の増加（対前年同期比329百万円の収入の減）となりました。資金

の増加は、短期借入金の純増加額680百万円であり、資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による

支出519百万円、リース債務の返済による支出25百万円等です。 

  (注）上記に記載しました前年同期の金額や前年同期増減率は、参考として記載しております。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年３月期の当社の業績見込みにつきましては、第３四半期までの堅調な業績の一方で、拡販を期

待していた民間市場の急激な冷え込みの可能性が出てきたこと、今期は今まで生産や売り上げの前倒し・

平準化に努力したことで一定の成果をあげましたが、相変わらず第４四半期の比重が全体計画の５０％近

くを占めることなど、現時点では不確定な要素も多く、従って平成20年5月15日公表の通期連結業績予想

を据え置いております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理の適用 

①当第３四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います。 

②当第３四半期連結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、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います。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額を見積り、簿価切下げを行う方

法によっています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算において、当連結会計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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており
ます。 

  

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

    

①リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間か

ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており

ます。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定

額法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額として

取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。 

この結果、リース資産が有形固定資産に75,998千円計上されております。これによる当第３四半期連結

累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響額は軽微です。 

  

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

平成20年度税制改正における減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正に伴い、第１四半期連結会

計期間より、改正後の省令に基づく耐用年数を適用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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

(会計方針の変更)

(追加情報)
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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】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 643,719 58,871

受取手形及び売掛金 1,522,014 3,050,112

製品 167,222 226,583

原材料 687,302 677,254

仕掛品 2,411,700 850,639

貯蔵品 8,156 8,156

その他 104,142 40,847

貸倒引当金 △64,563 △65,506

流動資産合計 5,479,694 4,846,959

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 287,251 312,606

機械装置及び運搬具（純額） 130,608 137,358

土地 2,555,836 2,566,900

建設仮勘定 63,882 67,598

リース資産（純額） 75,998 －

その他（純額） 172,778 207,163

有形固定資産合計 3,286,354 3,291,626

無形固定資産 7,045 8,706

投資その他の資産   

投資有価証券 700 600

長期貸付金 5,577 6,542

その他 74,543 103,762

貸倒引当金 △34,072 △34,072

投資その他の資産合計 46,748 76,832

固定資産合計 3,340,148 3,377,165

資産合計 8,819,842 8,224,124
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,076,050 2,070,794

短期借入金 1,650,000 1,489,100

リース債務 20,205 －

未払法人税等 18,730 27,139

受注損失引当金 98,525 2,015

製品保証引当金 165,990 156,866

賞与引当金 111,172 114,585

その他 732,392 339,047

流動負債合計 4,873,067 4,199,548

固定負債   

リース債務 48,253 －

退職給付引当金 1,194,775 1,112,764

再評価に係る繰延税金負債 981,545 986,047

その他 － 367

固定負債合計 2,224,575 2,099,179

負債合計 7,097,642 6,298,728

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,411,898 5,411,898

資本剰余金 4,758,472 4,758,472

利益剰余金 △9,851,580 △9,657,441

自己株式 △27,296 △24,433

株主資本合計 291,493 488,495

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △367

土地再評価差額金 1,430,706 1,437,268

評価・換算差額等合計 1,430,706 1,436,900

純資産合計 1,722,200 1,925,396

負債純資産合計 8,819,842 8,224,124
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 4,250,212

売上原価 3,435,881

売上総利益 814,331

販売費及び一般管理費  

役員報酬 56,551

従業員給料及び手当 376,669

賞与引当金繰入額 91,419

退職給付費用 51,322

賃借料 73,962

貸倒引当金繰入額 250

製品保証引当金繰入額 46,875

その他 216,753

販売費及び一般管理費合計 913,802

営業損失（△） △99,471

営業外収益  

受取利息 371

受取賃貸料 22,559

その他 6,533

営業外収益合計 29,465

営業外費用  

支払利息 32,365

売上債権売却損 5,859

長期前払費用償却 13,802

為替差損 1,574

シンジケートローン手数料 26,000

その他 34,319

営業外費用合計 113,921

経常損失（△） △183,927

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,194

特別利益合計 1,194

特別損失  

減損損失 11,063

特別損失合計 11,063

税金等調整前四半期純損失（△） △193,796

法人税等 6,904

四半期純損失（△） △200,700
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △193,796

減価償却費 144,355

減損損失 11,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） △942

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,413

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,124

受注損失引当金の増減額（△は減少） 96,510

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82,011

受取利息及び受取配当金 △371

有形固定資産除却損 332

支払利息 32,365

売上債権の増減額（△は増加） 1,528,098

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,511,748

その他の資産の増減額（△は増加） △49,174

仕入債務の増減額（△は減少） 14,671

前受金の増減額（△は減少） 435,578

その他の負債の増減額（△は減少） △39,998

小計 554,665

利息及び配当金の受取額 371

利息の支払額 △38,168

法人税等の支払額 △15,208

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,660

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 △52,023

貸付金の回収による収入 965

その他の支出 △814

その他の収入 2,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,611

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） 680,000

リース債務の返済による支出 △25,238

長期借入金の返済による支出 △519,100

自己株式の取得による支出 △2,862

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 584,847

現金及び現金同等物の期首残高 58,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,719
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

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

    該当事項はありません。 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 当社グループは単一の事業分野で営業活動を行っており、当該事業以外に事業の種類がない 

  ため、該当事項はありません。 
  
【所在地別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメン 

  ト情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(注) １ 海外売上高は、親会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の合計額(連結会社間の内部売上高を除く)

です。 

     ２ 国又は地域の区分方法           地理的近接度 

     ３ 各区分に属する主な国又は地域  北米      米国 

                       アジア     スリランカ、インドネシア、台湾 

                       その他の地域  ドイツ、ヨルダン、クウェート 

  

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

    該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 10,579 410,428 25,537 446,545

Ⅱ 連結売上高(千円) 4,250,212

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

0.2 9.7 0.6 10.5

(6) 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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（単位：千円） 

 

  

「参考資料」

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半連結期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 売上高
3,325,732

Ⅱ 売上原価
3,101,079

  売上総利益
224,653

Ⅲ 販売費及び一般管理費
918,285

 営業損失
693,632

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息
197

 ２ 賃貸料収入
22,518

 ３ その他
14,740 37,456

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息
48,732

 ２ 為替差損
2,466

 ３ その他
47,711 98,910

 経常損失
755,085

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入益
4,455

税金等調整前四半期純損失
750,630

法人税、住民税及び事業税
13,318

四半期純損失
763,948

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

 Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  １  税金等調整前四半期純損失 △ 750,630

 ２ 減価償却費 119,616

 ３ 有形固定資産除売却損 116

 ４ 無形固定資産除却損 576

 ５ 貸倒引当金の減少額 △ 4,455

 ６ 賞与引当金の増加額 88,674

 ７ 製品保証引当金の増加額 4,301

 ８ 受注損失引当金の増加額 5,282

 ９ 退職給付引当金の増加額 15,345

 10 環境対策引当金の減少額 △ 1,504

 11 受取利息及び受取配当金 △ 190

 12 子会社清算分配金 △ 11,470

 13 支払利息 48,732

 14 売上債権の減少額 2,133,809

 15 たな卸資産の増加額 △ 1,359,251

 16 その他資産の増加額 △ 19,535

 17 仕入債務の減少額 △ 561,106

 18 その他負債の増加額 157,794

    小計 △ 133,897

 19 利息及び配当金の受取額 190

 20 利息の支払額 △ 60,239

 21 法人税等の支払額 △ 10,973

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー △ 204,920

 Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 54,438

 ２ 有形固定資産の売却による収入 50

 ３ 短期貸付金の貸付による支出 △ 6,190

 ４ 短期貸付金の回収による収入 6,190

 ５ 長期貸付金の回収による収入 965

 ６ 子会社清算分配金による収入 11,470

 ７ その他の投資支出 △ 1,331

 ８ その他の投資収入 2,377

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー △ 40,905

 Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 1,000,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 536,000

 ３ 自己株式の取得による支出 △ 2,119

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 461,880

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
216,054

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
58,239

 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高
274,293

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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当第３四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりです。 

 
（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。 

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

なお、当社グループの事業は単一事業であるため、生産実績、受注実績、販売実績とも事業の種

類別はありません。 

6. その他の情報

 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成20年４月１日～平成20年12月31日）

金  額 (千円)

 計 5,752,147

(2) 受注実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成20年４月１日～平成20年12月31日）

受注高(千円) 受注残高(千円)

  

計 

 

6,675,648 4,938,084

(3) 販売実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成20年４月１日～平成20年12月31日）

金  額 (千円)

   計 4,250,212
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