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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 5,724 ― 243 ― 235 ― 102 ―
20年3月期第3四半期 6,274 △6.2 415 ― 386 ― 219 ―

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 7.12 ―
20年3月期第3四半期 15.26 ―

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 15,639 13,821 88.4 959.93
20年3月期 16,102 13,951 86.6 968.92

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,821百万円 20年3月期  13,951百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 15.00

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 8,300 △4.4 600 △19.7 550 △23.3 325 △20.9 22.57

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、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) 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 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  14,400,000株 20年3月期  14,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,000株 20年3月期  1,200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  14,398,533株 20年3月期第3四半期  14,399,244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３四半期会計期間におけるわが国の経済は、米国発の金融危機の深刻化によって、金融システム、
株式市場は大きく揺らぎ、世界経済はかつてないほどの危機的な状況に直面しております。国内経済も高
騰を続けた資源価格に低下要因があるものの急激な円高、輸出の減少を主因とした工業生産の大幅な減少
となり厳しい状況が続いていくことが避けられないものとなっております。こうした状況から民間企業の
設備投資も延期、あるいは中断へとなっております。 
 建設関連業界におきましても新規着工の動きは鈍く、不動産関連における調整色が強まり需要の減少か
ら厳しさが一段と増しました。その結果、売上高は57億24百万円となりました。製品分類別における状況
は次のとおりであります。鋳鉄器材は景観整備・外構関連製品がやや伸びたものの、建築・設備資材関連
製品等が低下していることから、19億29百万円となりました。スチール機材は外構関連製品がやや持ち直
しましたが、改善にはいたらず、11億97百万円となりました。製作金物は建築金物等が減少したことから
21億23百万円となりました。その他は公共土木需要の低迷が続いておりますが、建機向けがこれまでの需
要増加から堅調に推移しましたことにより4億74百万円となりました。しかしながら世界的な景気減速か
ら、先行きについては需要環境が厳しくなることが見込まれます。 
 利益につきましては、おおむね原材料価格も高騰局面から落ち着きが見られ、今後、ある程度の低下が
見込まれるものと考えられますが、期中におけるコスト改善には至らないものとなりました。その中で、
需要増加などの動きがなく生産量の減少が続きましたことと、在庫調整を進めたこともあり利益の確保は
進みませんでした。その結果、売上総利益は18億63百万円となりました。また販売費及び一般管理費につ
きましても経費低減に努めてまいりました。その結果、営業利益は2億43百万円となりました。営業外収
支につきましては受取利息等の増加もあり、改善しました。その結果、経常利益は2億35百万円、四半期
純利益は1億2百万円の計上となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の財政状態は、総資産は、前事業年度末に比べ4億63百万円減少し156億39百万
円となりました。  
 流動資産は、前事業年度末に比べ7億76百万円増加し105億77百万円となりました。その主な要因は、受
取手形及び売掛金が1億88百万円減少しましたが、有価証券が8億円、現金及び預金が93百万円、たな卸資
産が1億22百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。  
 固定資産は、前事業年度末に比べ12億39百万円減少し50億61百万円となりました。その主な要因は、有
形固定資産が償却の進捗により2億23百万円、投資その他の資産が10億26百万円それぞれ減少したこと等
によるものであります。  
 負債は、前事業年度末に比べ3億33百万円減少し18億18百万円となりました。その主な要因は、未払法
人税等が2億58百万円、買掛金が67百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。  
 純資産は、前事業年度末に比べ1億30百万円減少し138億21百万円となりました。その主な要因は、配当
金の支払等により利益剰余金が1億13百万円減少したこと等によるものであります。  
 キャッシュ・フローにつきましては、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は13億4百
万円となりました。  
 営業活動の結果、得られた資金は2億円となりました。これは主に、たな卸資産が1億21百万円増加し、
法人税等の支払が3億11百万円あったことにより資金が減少しましたが、一方で減価償却費の計上が2億76
百万円、税引前四半期純利益の計上が2億6百万円あったこと、売上債権が1億88百万円減少したこと等に
より資金が増加したものであります。  
 投資活動の結果、支出した資金は88百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が4
億円、定期預金の払戻による収入が46億50百万円ありましたが、投資有価証券の取得による支出が2億
円、定期預金の預入による支出が48億50百万円、有形固定資産の取得による支出が78百万円あったこと等
によるものであります。  
 財務活動の結果、支出した資金は2億19百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるもので
あります。 

  

当第３四半期累計期間の業績は、新規着工の鈍化、不動産関連の調整による需要の減少等により、前年
同期と比較して減収減益となりました。 
 今後の見通しにつきましては、世界規模での業況の悪化から内外需要の減少により生産調整が進み、更
なる設備投資の低下が見込まれます。このような経済環境の急激な悪化の中で、建設、不動産関連の業況
も不透明感を強める環境にあります。その中で早期の市場回復が見込めないことが考えられるため販売状
況や原材料価格など注視し、受注の状況を踏まえながら、一層の営業活動に努めてまいります。また、コ
スト改善活動を進めるとともに、技術開発力を高め、付加価値の創出に邁進してまいります。今後とも全
社的な改善活動に尽力し、業績の改善に努めてまいります。 
 また、通期の業績予想に関しましては、平成20年11月５日に公表いたしました状況下から、厳しい環境

【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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は変わらず、現時点におきましては、そのまま予想を変更しておりません。 
  

たな卸資産の簿価切下げは、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。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを使用しております。 

  

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。 

  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりました
が、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)が適用されたことに伴い、総平均法による原価法(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。 
 これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

「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
方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、
期首に前事業年度末における未経過リース料残高を取得原価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、従来の方法によった場合に比べ、リース資産が有形固定資産に4百万円計上されておりま
すが、これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。  

  

従来、鋳造製品の受注に際して請け負った鋳造製品製造用の金型については、外注製作費と売却金額
との差額を営業外収益として処理しておりましたが、第１四半期会計期間より、金型の売却金額を売上
高とし、外注製作費を金型に係る製造間接費とともに売上原価として処理する方法に変更しました。  
 これは、近年ＯＥＭ製品の受注・販売量が増加しており、製品販売の付随行為として金型販売が不可
欠となっていること、また、金型の製作にあたっては、ＯＥＭ先企業との打合せ、鋳造方法の策定、外
注先との打合せなど、鋳造の製造部門の関与が不可欠で、これらの作業には相応のノウハウ、労力が要
求されるため、金型完成までの工程にかかる費用は原価性を有すると考えられることから、売却金額を
売上高とし、外注製作費を金型に係る製造間接費とともに売上原価として処理する方法に変更したもの
であります。  
 この変更により、当第３四半期累計期間の売上高が18百万円、売上原価が15百万円、売上総利益及び
営業利益がそれぞれ2百万円増加しておりますが、経常利益及び税引前四半期純利益に及ぼす影響はあ
りません。 
  
（追加情報）  
有形固定資産の耐用年数の変更  
 当社の機械装置については、従来、耐用年数を10～13年としておりましたが、第１四半期会計期間よ
り9～10年に変更しております。この変更は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直し
た結果、耐用年数を変更したものであります。  
 これにより、当第３四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそ
れぞれ9百万円減少しております。  

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
①たな卸資産の評価方法

②繰延税金資産の算定方法

(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

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

③リース取引に関する会計基準等の適用

④金型に係る会計処理の変更
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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 6,054,639 5,961,502

受取手形及び売掛金 1,562,587 1,751,128

有価証券 1,200,475 400,117

製品 992,987 925,179

仕掛品 104,642 111,868

原材料及び貯蔵品 604,701 543,173

その他 58,459 108,397

貸倒引当金 △1,097 －

流動資産合計 10,577,396 9,801,368

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,735,723 1,735,739

その他（純額） 1,875,419 2,099,073

有形固定資産合計 3,611,142 3,834,813

無形固定資産 17,866 7,746

投資その他の資産   

投資有価証券 967,320 1,993,768

その他 475,485 471,554

貸倒引当金 △10,029 △6,500

投資その他の資産合計 1,432,776 2,458,823

固定資産合計 5,061,785 6,301,382

資産合計 15,639,182 16,102,750

負債の部   

流動負債   

買掛金 305,744 372,997

未払法人税等 11,329 270,170

賞与引当金 19,748 66,562

その他 262,783 227,060

流動負債合計 599,606 936,790

固定負債   

退職給付引当金 276,750 292,530

役員退職慰労引当金 346,070 333,710

その他 595,748 588,439

固定負債合計 1,218,569 1,214,679

負債合計 1,818,175 2,151,470
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,820,000 1,820,000

資本剰余金 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 10,665,403 10,778,907

自己株式 △940 △632

株主資本合計 13,804,463 13,918,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,542 33,005

評価・換算差額等合計 16,542 33,005

純資産合計 13,821,006 13,951,280

負債純資産合計 15,639,182 16,102,750
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  (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 5,724,373

売上原価 3,861,331

売上総利益 1,863,042

販売費及び一般管理費  

給料 461,348

賞与引当金繰入額 12,752

役員退職慰労引当金繰入額 13,560

退職給付費用 △4,419

運賃及び荷造費 372,794

貸倒引当金繰入額 4,626

その他 758,388

販売費及び一般管理費合計 1,619,051

営業利益 243,990

営業外収益  

受取利息 39,140

受取配当金 1,588

その他 29,604

営業外収益合計 70,332

営業外費用  

支払利息 13,122

売上割引 59,400

その他 6,525

営業外費用合計 79,048

経常利益 235,275

特別利益  

投資有価証券売却益 93

特別利益合計 93

特別損失  

減損損失 25,795

投資有価証券評価損 2,061

その他 966

特別損失合計 28,823

税引前四半期純利益 206,546

法人税、住民税及び事業税 58,036

法人税等調整額 46,031

法人税等合計 104,067

四半期純利益 102,478
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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 206,546

減価償却費 276,922

減損損失 25,795

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,626

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,360

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,813

受取利息及び受取配当金 △40,728

支払利息 13,122

有形固定資産除却損 966

投資有価証券売却損益（△は益） △93

投資有価証券評価損益（△は益） 2,061

売上債権の増減額（△は増加） 188,541

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,184

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,529

仕入債務の増減額（△は減少） △67,253

その他 37,752

小計 473,312

利息及び配当金の受取額 47,735

利息の支払額 △8,520

法人税等の支払額 △311,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,832

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,850,000

定期預金の払戻による収入 4,650,000

有価証券の償還による収入 400,117

有形固定資産の取得による支出 △78,352

無形固定資産の取得による支出 △11,475

投資有価証券の取得による支出 △200,191

投資有価証券の売却による収入 234

その他 1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,354

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △3,003

自己株式の取得による支出 △308

配当金の支払額 △216,029

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,863

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,502

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,304,639
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

  

前第3四半期に係る要約損益計算書 

 
  

  

  

  

(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

「参考」

（単位：千円）

科  目

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

Ⅰ 売上高 6,274,654

Ⅱ 売上原価 4,162,138

  売上総利益 2,112,516

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,697,481

   営業利益 415,034

Ⅳ 営業外収益 54,225

Ⅴ 営業外費用 82,382

   経常利益 386,877

Ⅵ 特別利益 128

Ⅶ 特別損失 8,260

   税金等調整前四半期純利益 378,745

   税金費用 159,079

   四半期純利益 219,666
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