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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 3,319 ― 244 ― 209 ― 108 ―

20年3月期第3四半期 3,541 △5.0 328 38.5 246 59.8 147 60.7

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 12.06 ―

20年3月期第3四半期 16.38 ―

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 5,292 1,548 28.2 166.20
20年3月期 5,627 1,467 25.1 157.07

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,492百万円 20年3月期  1,411百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 5,180 △0.8 450 △20.0 360 △18.0 180 △26.9 20.04

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、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) 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、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。］  

(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 
 （１）上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があ
ります。 
 （２）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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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。  

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  8,987,700株 20年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,959株 20年3月期  2,838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  8,982,985株 20年3月期第3四半期  8,984,862株



 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機による株価の下落や急激な円高などの影響に

より、企業収益が大幅に減少するなか、雇用情勢の悪化を招くなど、景気の後退感を急速に強める状況で推移いたし

ました。 

 当社の係わる建設業界におきましても、公共事業は引続き低調であり、民間企業の設備投資も凍結や計画の延期、

縮小が相次ぐなか、低価格での受注競争が激化する大変厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のもと、第３四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、設備投資の急激な

抑制により、ゴンドラ、産業機械部門での受注が伸び悩んだことなどから、受注高は3,776百万円となり、売上高は

3,319百万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

 損益面につきましては、引続き業務の効率化、コストダウンに努めてまいりましたが、売上の減少、受注競争の激

化などの影響から、営業利益は244百万円（前年同期比25.7％減）、経常利益は209百万円（前年同期比15.3％減）と

なり、四半期純利益は108百万円（前年同期比26.4％減）となりました。 

  

 文中における「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。  

  

 （資産・負債・資本の状況） 

 当第３四半期末時点の総資産は、売掛金の減少などにより5,292百万円となり、平成20年3月期末の5,627百万円か

ら334百万円の減少となりました。 

 負債の部も、長期借入金の返済や未払税金の納付などにより3,744百万円となり、平成20年3月期末の4,159百万円

から414百万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、配当金の支払いなどありましたが、四半期純利益が計上されたことなどにより1,548百万円

となり、平成20年3月期末1,467百万円から80百万円の増加となりました。 

 これらの結果により、当第３四半期末の自己資本比率は、28.2％と平成20年3月期末より3.1%上昇しております。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べて104百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末は361百万円となりました。 

 当第３四半期連結会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、99百万円となりました。これは主に売掛金の回収によるものです。 

  （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、0.3百万円でした。 

   （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、203百万円となりました。これは主に、配当金の支払や長期借入金の返済に 

  よるものです。 

  

  業績は、国内外の景気や原材料価格の動向等の経営環境が先行き不透明なため、平成20年５月23日に発表致しま 

 した業績予想から変更はしておりません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

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。 

  

(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 

   貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。 

  

(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

   ① 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。 

  

   ② 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

    この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益が、それぞれ20,378千円減少しております。    

  

  

  



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 403,203 507,693

受取手形及び売掛金 1,166,355 1,646,936

原材料 80,061 74,701

仕掛品 598,756 301,197

繰延税金資産 29,139 74,671

その他 105,925 72,175

貸倒引当金 △4,363 △10,779

流動資産合計 2,379,077 2,666,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 530,115 560,447

機械装置及び運搬具（純額） 57,589 53,615

土地 1,900,031 1,900,031

その他（純額） 56,602 66,367

有形固定資産合計 2,544,339 2,580,460

無形固定資産 176,961 180,499

投資その他の資産   

投資有価証券 38,763 46,504

繰延税金資産 23,367 27,551

その他 149,623 139,441

貸倒引当金 △19,183 △13,877

投資その他の資産合計 192,570 199,619

固定資産合計 2,913,872 2,960,580

資産合計 5,292,949 5,627,175



（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 756,092 800,799

短期借入金 814,571 770,450

未払法人税等 4,031 149,778

賞与引当金 16,374 51,657

受注損失引当金 35,555 －

その他 369,382 416,527

流動負債合計 1,996,007 2,189,212

固定負債   

長期借入金 1,449,365 1,675,940

退職給付引当金 208,708 208,615

役員退職慰労引当金 90,077 84,707

その他 472 944

固定負債合計 1,748,623 1,970,208

負債合計 3,744,630 4,159,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 440,721 359,957

自己株式 △806 △382

株主資本合計 1,434,367 1,354,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,182 15,235

為替換算調整勘定 50,045 41,991

評価・換算差額等合計 58,227 57,226

少数株主持分 55,722 56,501

純資産合計 1,548,318 1,467,755

負債純資産合計 5,292,949 5,627,175



（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 3,319,035

売上原価 2,486,588

売上総利益 832,447

販売費及び一般管理費  

役員報酬 58,374

給料及び手当 265,987

賞与引当金繰入額 3,900

退職給付費用 19,585

役員退職慰労引当金繰入額 5,370

減価償却費 9,187

その他 225,718

販売費及び一般管理費合計 588,123

営業利益 244,323

営業外収益  

受取利息 786

受取配当金 724

為替差益 4,103

その他 11,754

営業外収益合計 17,369

営業外費用  

支払利息 51,268

その他 1,372

営業外費用合計 52,640

経常利益 209,052

特別利益  

貸倒引当金戻入額 294

固定資産売却益 524

特別利益合計 819

特別損失  

前期損益修正損 774

固定資産除売却損 34

特別損失合計 808

税金等調整前四半期純利益 209,062

法人税、住民税及び事業税 52,827

法人税等調整額 52,148

少数株主損失（△） △4,230

四半期純利益 108,317



（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利益 209,062

減価償却費 60,991

受注損失引当金の増減額（△は減少） 35,555

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,370

受取利息及び受取配当金 △1,510

支払利息 51,268

為替差損益（△は益） △5,299

固定資産除売却損益（△は益） △489

売上債権の増減額（△は増加） 472,877

たな卸資産の増減額（△は増加） △302,163

仕入債務の増減額（△は減少） △61,987

その他 △121,512

小計 342,253

利息及び配当金の受取額 1,563

利息の支払額 △43,073

法人税等の支払額 △201,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,707

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △450

有形固定資産の取得による支出 △16,816

有形固定資産の売却による収入 1,207

貸付けによる支出 △30

貸付金の回収による収入 15,619

その他 94

投資活動によるキャッシュ・フロー △375

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） 70,038

長期借入れによる収入 11,700

長期借入金の返済による支出 △258,388

配当金の支払額 △26,298

その他 △424

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,372

現金及び現金同等物に係る換算差額 △351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,391

現金及び現金同等物の期首残高 465,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 361,549



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記 



「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

(平成20年3月期

(単位：千円）

科　　　　目

前四半期

第3四半期末）
金 額

Ⅰ 売上高 3,541,865

Ⅱ 売上原価 2,630,608

売上総利益 911,257

Ⅲ 販売費及び一般管理費 582,624

1 受取利息

営業利益 328,633

Ⅳ 営業外収益 14,559

364

2 受取配当金 663

3 為替差益 2,112

1 支払利息

4 その他 11,419

Ⅴ 営業外費用 96,486

70,616

2 その他 25,870

経常利益 246,706

Ⅵ 特別損失 65

1 固定資産除売却損 65

税金等調整前四半期純利益 246,640

税金費用 101,757

少数株主損失（△） △ 2,252

四半期純利益 147,133



「参考資料」

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 513,084

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 385,759

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,104

　　財務活動によるキャッシュ･フロー △ 2,544

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 127,325

長期借入金の返済による支出 △ 625,002

長期借入れによる収入 1,850,000

短期借入金の純減少額 △ 1,227,542

 Ⅲ 財務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 △ 26,373

その他 △ 15,259

有形固定資産の取得による支出 △ 15,464

定期預金の純減少額 4,350

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー

　　営業活動によるキャッシュ･フロー 152,137

法人税等の支払額 △ 226,393

利息の支払額 △ 68,776

利息及び配当金の受取額 1,016

小計 446,288

その他 164,473

仕入債務の減少額 △ 52,015

たな卸資産の増加額 △ 152,104

売上債権の減少額 114,391

固定資産除却損 361

支払利息 70,616

受取利息及び受取配当金 △ 1,028

役員退職慰労引当金の増加額 4,470

退職給付引当金の減少額 △ 14,242

減価償却費 64,722

(単位：千円）

前四半期

区　　　　　　分 金 額

(平成20年3月期

第3四半期末）

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー

税金等調整前当期純利益 246,640
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