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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 11,321 ― 1,019 ― 996 ― 510 ―

20年3月期第3四半期 11,109 6.4 818 11.2 787 12.5 675 67.2

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 15,976.52 15,958.06
20年3月期第3四半期 21,133.46 21,006.66

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 12,317 7,637 62.0 238,850.75
20年3月期 12,476 7,277 58.3 227,589.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,637百万円 20年3月期  7,277百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― 2,500.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,500.00 5,000.00

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 16,000 1.1 1,200 1.1 1,150 △0.3 690 △29.3 21,577.33

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  41,920株 20年3月期  41,920株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  9,942株 20年3月期  9,942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  31,978株 20年3月期第3四半期  31,974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． 本資料に記載されている業績見通し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。 
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、海外経済の減速や急激な円高を背景に企業の経営環境は大きく変化

しております。企業収益の大幅な悪化により設備投資が減少し、雇用情勢が厳しさを増す中で個人消費も冷え込むな

ど、景気は急速に悪化し推移しております。 

 当業界におきましては、公共投資は依然として低調に推移している状況に加え民間設備投資も急激な環境変化に伴

い計画変更が相次ぐなど厳しい環境となっております。これにより企業間の受注・価格競争は一層激しさを増してお

り当社を取り巻く環境も厳しい状態で推移しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は11,321百万円となりま

した。 

 利益につきましては、製造販売一体となり生産効率アップのための改善活動を推進するとともに、徹底したコスト

低減と経費節減を行い合理化を推し進め収益改善に努めた結果、営業利益は1,019百万円、経常利益は996百万円、四

半期純利益は510百万円となりました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 製品の129百万円増加があったものの、現金及び預金348百万円及び繰延税金資産178百万円減少などにより、流動

資産合計は前事業年度末比326百万円（3.7%）減少し、8,495百万円となりました。  

（固定資産） 

 山形工場の第２検査棟建設完了による建物99百万円の増加などにより、固定資産合計は前事業年度末比168百万円

（4.6%）増加し、3,821百万円となりました。 

（流動負債） 

 銀行借入金の返済により一年以内返済予定長期借入金の116百万円減少に加え、法人税等の納付による未払法人税

等207百万円減少などの結果、流動負債合計は前事業年度末比518百万円（12.2%）減少し、3,732百万円となりまし

た。 

（固定負債） 

 退職給付引当金１百万円の増加があったものの、長期借入金１百万円減少により、固定負債合計は946百万円とな

りました。 

（純資産） 

 前期の期末配当及び当期の中間配当があったものの、四半期純利益510百万円の計上などにより利益剰余金が351百

万円増加いたしました。この結果、純資産合計は前事業年度末比360百万円（4.9%）増加し、7,637百万円となりまし

た。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローで413百万円の資金の増加があったものの、投資活動によるキャッシュ・フローで434百万円、財務活動に

よるキャッシュ・フローで327百万円の減少により、前事業年度末に比べ348百万円（13.3%）減少し、2,261百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による資金の増加は413百万円となりました。これは法人税等の支払額447

百万円があったものの、税引前四半純利益954百万円の計上などがあったこと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） 

 当第３四半期累計期間における投資活動による資金の減少は434百万円となりました。これは山形工場における第

２検査棟の完成及び板金機械設備取得等により、有形固定資産取得による支出377百万円などがあったことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による資金の減少は327百万円となりました。これは長期借入金の借入に

よる収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出318百万円及び配当金の支払額159百万円などがあ

ったことによるものであります。  

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 

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 2 －



  

 平成20年11月７日発表「平成21年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」における通期の業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。   

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

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当第１四半期会計期間より「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）

を適用し、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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,361 2,709

受取手形 1,848 1,177

売掛金 2,162 2,790

製品 1,357 1,227

仕掛品 219 262

原材料 204 148

繰延税金資産 295 473

その他 47 34

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 8,495 8,822

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,366 1,267

その他（純額） 1,607 1,565

有形固定資産合計 2,974 2,832

無形固定資産 125 145

投資その他の資産   

繰延税金資産 268 290

その他 456 388

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 721 675

固定資産合計 3,821 3,653

資産合計 12,317 12,476

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,570 1,375

短期借入金 450 500

1年内返済予定の長期借入金 269 386

未払法人税等 57 264

賞与引当金 288 257

その他 1,097 1,467

流動負債合計 3,732 4,251

固定負債   

長期借入金 300 301

退職給付引当金 646 645

固定負債合計 946 947

負債合計 4,679 5,198
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 5,935 5,584

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,669 7,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31 △40

評価・換算差額等合計 △31 △40

純資産合計 7,637 7,277

負債純資産合計 12,317 12,476
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 11,321

売上原価 8,121

売上総利益 3,200

販売費及び一般管理費 2,180

営業利益 1,019

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 4

受取賃貸料 6

その他 23

営業外収益合計 37

営業外費用  

支払利息 14

売上債権売却損 26

その他 20

営業外費用合計 61

経常利益 996

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

投資有価証券評価損 39

その他 4

特別損失合計 44

税引前四半期純利益 954

法人税、住民税及び事業税 244

法人税等調整額 200

法人税等合計 444

四半期純利益 510
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 954

減価償却費 247

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 30

受取利息及び受取配当金 △7

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 39

支払利息 14

固定資産除売却損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） △59

たな卸資産の増減額（△は増加） △143

仕入債務の増減額（△は減少） 195

未払消費税等の増減額（△は減少） △70

その他の資産の増減額（△は増加） △11

その他の負債の増減額（△は減少） △325

小計 867

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △13

法人税等の支払額 △447

営業活動によるキャッシュ・フロー 413

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 △377

有形固定資産の売却による収入 62

無形固定資産の取得による支出 △13

投資有価証券の取得による支出 △34

固定資産の除却による支出 △3

差入保証金の差入による支出 △8

その他 △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △434

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） △50

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △318

配当金の支払額 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー △327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △348

現金及び現金同等物の期首残高 2,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,261
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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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

区分 

前第３四半期累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）
百分比
（％）  

Ⅰ 売上高  11,109 100.0 

Ⅱ 売上原価  7,957 71.6 

売上総利益  3,151 28.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,333 21.0 

営業利益  818 7.4 

Ⅳ 営業外収益  32 0.3 

Ⅴ 営業外費用  62 0.6 

経常利益  787 7.1 

Ⅵ 特別利益  4 0.0 

Ⅶ 特別損失  54 0.5 

税引前四半期純利益  737 6.6 

税金費用  62 0.5 

四半期純利益  675 6.1 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第３四半期累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前四半期純利益  737

減価償却費  179

売上債権の減少額  896

たな卸資産の増加額 △280

仕入債務の増加額  23

その他  493

小計  2,049

利息の支払額 △43

法人税等の支払額 △461

その他  5

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,550

Ⅱ 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 

△396

有形固定資産の売却による
収入  9

無形固定資産の取得による
支出 

△16

投資有価証券の取得による
支出 

△25

その他  14

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△414

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

長期借入金の返済による支
出 

△194

自己株式の処分による収入  1

配当金の支払額 △159

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△353

  
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加

額 
   782

  
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 1,948

  
Ⅵ 現金及び現金同等物の四半

期末残高 
 2,730
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