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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 28,675 ― 845 ― 714 ― 297 ―
20年3月期第3四半期 25,078 14.2 1,776 22.8 1,735 16.3 1,195 30.0

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 53.70 ―
20年3月期第3四半期 215.98 ―

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 24,743 11,958 46.7 2,087.34
20年3月期 24,690 12,260 46.7 2,081.63

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,553百万円 20年3月期  11,521百万円

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  有   

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 ― 40.00 40.00
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  有   

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 36,600 6.5 790 △59.2 580 △68.2 80 △92.7 14.45

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  無  

(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 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  5,709,000株 20年3月期  5,709,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  174,122株 20年3月期  174,055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  5,534,891株 20年3月期第3四半期  5,535,000株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）の世界経済は、サブプライ

ムローンに端を発した金融混乱、及び為替市場での大幅な変動に続き、米国・欧州を中心とした実体経済

への急激な波及が、新興国にも広がりを見せ、世界同時不況の局面に入ってきました。自動車・電気・鉄

鋼・機械・化学などほぼ全製造業に波及し、第３四半期以降、その影響はより一層深刻なものとなってい

ます。 

わが国経済も世界経済の急速な冷え込みの影響を受け、企業業績の大幅下方修正が、各社から相次いで

発表されています。各社の想定を超える円高の進行も加わり、自動車・電機業界を中心に生産・輸出が急

激に減少するなど、当社を取り巻く経営環境は厳しさを増してきました。 

このような厳しい環境のもと、当社グループにおきましては、従来にも増して成長性の確保と事業領域

拡大に取り組んできた結果、売上高は286億75百万円となりました。しかしながら、海外子会社における

デジタル家電関連の売上減少による原価率上昇、国内新設子会社の立ち上がりの遅れ等により営業利益は

８億45百万円、経常利益は7億14百万円、四半期純利益は第２四半期での固定資産減損損失２億36百万円

の計上の影響もあり２億97百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における連結総資産は247億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５億29百万円増加いたしました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ８億49百万円減少し138億39百万円となりました。この主な要

因は、現金及び預金が11億35百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が２億25百万円増加したことに

よるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ９億２百万円増加し109億３百万円となりました。この主な要

因は、前連結会計年度に取得したDAINAC㈱による土地の取得と、当社及び海外子会社の機械装置導入に

よるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３億55百万円増加し127億84百万円となりました。この主な要因

は、流動負債が１億91百万円減少したこと、長期借入金が３億59百万増加したこと、負ののれんが１億

11百万円増加したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億２百万円減少し119億58百万円となりました。この主な要因

は、少数株主よりの持分譲受による少数株主持分が３億33百万円減少したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は46.7％となりました。 

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は、税金等調整前四半期純利益が５億56百

万円となり、営業活動から得られた資金が13億11百万円がありましたが、投資活動で21億87百万円の支

出、財務活動でも１億９百万円の支出があったことから、24億49百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は13億11百万円となりました。この

主な要因は、税金等調整前四半期純利益が５億56百万円、減価償却費が10億16百万円、売掛債権の増加

額が２億28百万円、仕入債務の減少額が２億16百万円、固定資産減損損失が２億36百万円となったこと

によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は21億87百万円となりました。この

主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が16億75百万円、事業譲受による支出が３億98百

万円とな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３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は１億９百万円となりました。この

主な要因は、少数株主から持分購入によるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20

年11月６日に公表した平成21年３月期の通期の業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成21年２月５日に開示しております「平成21年３月期 業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  
    

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によって

いましたが、当連結会計年度の第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、主として先入先出法による原価法

（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

変更による影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、

連結決算上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

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)

(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
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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 2,449,274 3,584,900

受取手形及び売掛金 8,751,395 8,526,346

製品 649,561 636,357

仕掛品 158,030 167,505

原材料及び貯蔵品 843,547 851,535

その他 995,000 931,088

貸倒引当金 △6,920 △8,052

流動資産合計 13,839,888 14,689,680

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,210,220 3,280,531

機械装置及び運搬具（純額） 3,630,979 2,900,399

土地 2,217,979 2,056,322

その他（純額） 600,610 533,914

有形固定資産合計 9,659,790 8,771,167

無形固定資産   

のれん 38,983 55,691

その他 63,338 31,066

無形固定資産合計 102,322 86,757

投資その他の資産 1,141,221 1,142,691

固定資産合計 10,903,334 10,000,616

資産合計 24,743,223 24,690,297

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,541,002 6,529,686

短期借入金 1,387,364 1,327,919

未払法人税等 44,606 112,861

賞与引当金 191,094 278,598

役員賞与引当金 － 22,500

その他 1,153,061 1,236,988

流動負債合計 9,317,128 9,508,554

固定負債   

長期借入金 2,241,361 1,881,648

退職給付引当金 938,472 875,882

役員退職慰労引当金 153,748 142,108

負ののれん 111,205 －

その他 23,021 21,607

固定負債合計 3,467,809 2,921,246

負債合計 12,784,938 12,429,800
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,800,000 1,800,000

資本剰余金 1,777,138 1,777,138

利益剰余金 7,709,594 7,630,658

自己株式 △76,528 △76,453

株主資本合計 11,210,203 11,131,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,089 66,628

為替換算調整勘定 301,871 323,744

評価・換算差額等合計 342,960 390,372

少数株主持分 405,120 738,781

純資産合計 11,958,284 12,260,497

負債純資産合計 24,743,223 24,690,297
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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 28,675,791

売上原価 24,676,454

売上総利益 3,999,337

販売費及び一般管理費 3,153,897

営業利益 845,439

営業外収益  

受取利息 13,946

受取配当金 2,641

受取賃貸料 14,711

廃材売却益 86,293

負ののれん償却額 10,351

その他 12,805

営業外収益合計 140,750

営業外費用  

支払利息 40,782

為替差損 216,504

その他 14,286

営業外費用合計 271,572

経常利益 714,618

特別利益  

固定資産売却益 3,891

賞与引当金戻入額 40,532

補助金収入 47,630

その他 64

特別利益合計 92,118

特別損失  

固定資産売却損 4,827

固定資産除却損 585

投資有価証券評価損 8,392

減損損失 236,726

その他 70

特別損失合計 250,603

税金等調整前四半期純利益 556,133

法人税、住民税及び事業税 124,360

法人税等還付税額 △55,461

法人税等調整額 162,676

法人税等合計 231,575

少数株主利益 27,328

四半期純利益 297,229
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,168,564

売上原価 8,755,440

売上総利益 1,413,124

販売費及び一般管理費 1,142,952

営業利益 270,172

営業外収益  

受取利息 5,020

受取配当金 4

受取賃貸料 4,876

廃材売却益 38,525

負ののれん償却額 3,881

その他 4,022

営業外収益合計 56,330

営業外費用  

支払利息 136

為替差損 108,778

その他 8,000

営業外費用合計 116,915

経常利益 209,587

特別利益  

固定資産売却益 64

その他 64

特別利益合計 129

特別損失  

固定資産売却損 2,237

投資有価証券評価損 1,274

その他 70

特別損失合計 3,581

税金等調整前四半期純利益 206,134

法人税、住民税及び事業税 △9,451

法人税等還付税額 △55,461

法人税等調整額 134,077

法人税等合計 69,165

少数株主利益 32,786

四半期純利益 104,181
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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利益 556,133

減価償却費 1,016,456

減損損失 236,726

のれん償却額 6,356

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,640

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,920

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,062

受取利息及び受取配当金 △16,588

補助金収入 △47,630

支払利息 40,782

為替差損益（△は益） 218,343

有形固定資産除却損 567

有形固定資産売却損益（△は益） 848

投資有価証券評価損益（△は益） 8,392

売上債権の増減額（△は増加） △228,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,061

仕入債務の増減額（△は減少） 47,618

その他 △216,433

小計 1,560,533

利息及び配当金の受取額 25,027

補助金の受取額 47,630

利息の支払額 △43,188

法人税等の支払額 △278,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,311,112

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,675,445

有形及び無形固定資産の売却による収入 8,580

投資有価証券の取得による支出 △3,936

事業譲受による支出 △398,600

その他 △118,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,187,524

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,196,432

短期借入金の返済による支出 △2,098,761

長期借入れによる収入 795,000

長期借入金の返済による支出 △458,407

少数株主からの株式買取による支出 △323,216

自己株式の取得による支出 △75

配当金の支払額 △220,222

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △149,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,135,626

現金及び現金同等物の期首残高 3,584,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,449,274
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

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．事業区分については、製品の製造方法に基づいております。 

２．各事業区分の主な製品 

(1)射出製品関連・・・ルームエアコンパネル・エアコンパーツ、冷蔵庫パーツ、エレクトーン外装品、複写機

           パーツ・レーザープリンター外装品・ＦＡＸカバー・通信機器パーツ・ＰＯＳシステム

                     外装品、人工腎臓外筒・人工心肺外筒・医療用ディスポーザルパーツ、導光板、小型メ

                     モリーカード、ビデオカメラ用パーツ、コンピューター関連機器用パーツ、精密ギヤ、

                     自動車内外装パーツ 

(2)押出製品関連・・・システムキッチン関連製品、システムバス関連製品、樹脂サッシ窓枠、介護用ベッド関

           連製品、浄化槽関連製品、棚板、配線ダクト、ローラー付引出し、自動車内外装パーツ

３．会計方針の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微でありま

す。 

（連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ａ.事業の種類別セグメント情報

射出製品関連 
(千円)

押出製品関連
(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

23,558,100 5,117,691 28,675,791 ― 28,675,791

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

175,858 8,357 184,215 (184,215) ―

計 23,733,958 5,126,048 28,860,006 (184,215) 28,675,791

営業利益 1,243,091 389,084 1,632,175 (786,735) 845,439
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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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン 

３．会計方針の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微でありま

す。 

（連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

  

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) 

  

 
(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン 

３．海外売上高は、当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であります。 

  

該当事項はありません。 

  

ｂ.所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

東南アジア
(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

14,430,324 14,245,466 28,675,791 ― 28,675,791

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,120,361 496,365 1,616,726 (1,616,726) ―

計 15,550,686 14,741,831 30,292,518 (1,616,726) 28,675,791

営業利益 910,755 708,860 1,619,615 (774,175) 845,439

ｃ.海外売上高

東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 14,245,466 14,245,466

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 28,675,791

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

49.67 49.67

(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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「参考」

前第３四半期に係る財務諸表等

（要約）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19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 25,078,862 100.0

Ⅱ 売上原価 20,654,089 82.4

   売上総利益 4,424,773 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,648,151 10.6

   営業利益 1,776,622 7.0

Ⅳ 営業外収益 75,434 0.3

Ⅴ 営業外費用 117,011 0.4

   経常利益 1,735,045 6.9

Ⅵ 特別利益 28,626 0.0

Ⅶ 特別損失 13,375 0.0

   税金等調整前四半期純利益 1,750,296 6.9

   税金費用 469,310 2.0

   少数株主利益 85,551 0.4

   四半期純利益 1,195,434 4.5
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