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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 6,990 ― 2 ― 78 ― △452 ―

20年3月期第3四半期 7,852 0.5 197 △34.7 342 △12.4 198 △28.0

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 △37.75 ―

20年3月期第3四半期 16.54 ―

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 14,113 7,416 51.9 610.86
20年3月期 15,325 8,075 52.1 665.55

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,323百万円 20年3月期  7,979百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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 9,900 △7.0 190 △46.2 275 △46.3 △170 ― △14.18

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、２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、２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）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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２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」をご覧ください。 
（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  14,237,178株 20年3月期  14,237,178株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,249,034株 20年3月期  2,247,614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  11,989,312株 20年3月期第3四半期  11,990,363株
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国をはじめとする金融

市場の混乱と世界経済の減速に加えて、急速な円高などにより企業収益が大幅に悪化、それに伴い雇用情勢にも大き

な影響が出ており、景気後退が一気に加速する事態となってまいりました。

このような情勢下、当社主力の工具部門では、汎用工具「２１世紀バージョンツール」をはじめ、電動インパクト

レンチなどの省力化工具・機器類の拡販に注力いたしました。しかしながら、業績面では、工具部門において、急速

な円高による輸出の落ち込みや国内市場への販売が伸び悩んだこと及び企業向けの直接販売ルートが下振れしたこと

により全体の売上が落ち込み、更に、原材料等の仕入価格上昇による経費増のため利益も悪化いたしました。また、

非工具部門においては、ハイテック事業（樹脂成形、金型部門）における市場環境の悪化により売上の減少が続き、

材料費等の高騰もあり利益も悪化いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は69億90百万円(前年同期比11.0％減)、損益面では、営業

利益2百万円（前年同期比98.9％減）、経常利益は78百万円（前年同期比77.1％減）となりました。また、たな卸資

産に関する新会計基準の適用により、たな卸資産評価損73百万円を、リーマンブラザーズをはじめとする有価証券評

価損並びに投資有価証券評価損４億５百万円を、更に、平成20年７月８日付で解散することを決議（同日公表済み）

し、平成20年３月清算結了予定（注）の当社子会社である上海凱特希工具貿易有限公司に対する関係会社整理損失引

当金30百万円を、それぞれ特別損失に計上いたしました。これらにより当第３四半期連結累計期間における四半期純

損失は４億52百万円（前第３四半期連結累計期間における四半期純利益は１億98百万円）となりました。

（注）子会社である上海凱特希工具貿易有限公司の清算につきましては、当初12月結了を予定しておりましたが、手

続きの遅れなどから３月結了に変更しております。

※　前年同四半期増減率は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、141億13百万円となり、前連結会計年度末に対し12億12百万円の減少と

なりました。その主な内容は、受取手形及び売掛金が６億99百万円、有価証券が１億12百万円、有形固定資産が94百

万円、投資有価証券をはじめとする投資その他の資産が３億74百万円減少したことによるものであります。負債合計

は、66億96百万円となり、前連結会計年度末に対し５億53百万円減少しました。その主な内容は、支払手形及び買掛

金が12百万円、未払金及び未払費用が１億57百万円、未払法人税等が85百万円、賞与引当金が１億13百万円減少、関

係会社整理損失引当金が30百万円増加、退職給付引当金等の固定負債が２億13百万円減少したことによるものであり

ます。純資産合計は、74億16百万円となり、前連結会計年度末に対し６億58百万円減少となりました。その主な内容

は、当四半期純損失４億52百万円と配当の支払い１億19百万円を主要因に利益剰余金が５億72百万円減少したことに

よるものであります。

また、発行済株式総数の減少を通じた株主利益の増大を図るため、平成21年２月27日に自己株式の消却を実施いた

します。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、世界的な消費の落ち込みや急激な円高等により景気が低迷する中、工

具部門において、エアツールの世界トップメーカーであるインガーソールランドとの業務提携をはじめ、「デジラ

チェ」シリーズに新たなラインナップを追加するなど、新製品投入による需要喚起や新規顧客の開拓を図ることによ

り収益及び利益の確保に努めてまいります。このため、平成20年11月７日に公表いたしました連結業績予想から修正

を行っておりません。但し、平成21年１月９日に事業撤退を公表いたしましたハイテック事業（樹脂成形・金型事

業）の廃止による業績面への影響につきましては、売上の減少並びに資産の除却等が発生いたしますが、未確定の要

因も多く、その影響額につきましては、現在、鋭意調査中であり、確定次第改めて公表いたします。

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）

　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

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　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みと

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おります。　
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②　棚卸資産の評価方法　

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、第２四半期連結会計期間末の

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おります。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可能額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。　

 

③　法人税等の算定方法　

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　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 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。

 

　②　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。

　この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は37,436千円減少し、税金等調整前四半

期純損失が110,822千円増加しております。

 

　③　第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。
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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 1,823,167 1,852,684

受取手形及び売掛金 2,171,694 2,871,293

有価証券 28,330 141,160

商品及び製品 2,026,100 1,916,318

仕掛品 499,084 571,856

原材料及び貯蔵品 327,988 300,061

その他 251,710 217,010

貸倒引当金 △2,042 △2,819

流動資産合計 7,126,033 7,867,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,783,106 1,833,884

機械装置及び運搬具（純額） 873,631 887,391

工具、器具及び備品（純額） 147,996 184,794

土地 1,720,408 1,720,408

その他（純額） 28,360 21,425

有形固定資産合計 4,553,503 4,647,904

無形固定資産 26,658 28,211

投資その他の資産   

投資有価証券 1,463,125 1,898,538

その他 1,032,243 967,816

貸倒引当金 △88,291 △84,631

投資その他の資産合計 2,407,077 2,781,723

固定資産合計 6,987,239 7,457,840

資産合計 14,113,272 15,325,405
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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 780,685 793,049

短期借入金 2,925,066 2,924,999

未払金及び未払費用 491,696 649,640

未払法人税等 － 85,616

賞与引当金 108,464 221,475

保守補償引当金 5,668 5,238

関係会社整理損失引当金 30,000 －

その他 135,988 137,542

流動負債合計 4,477,570 4,817,562

固定負債   

長期借入金 44,193 63,386

退職給付引当金 1,601,767 1,697,139

役員退職慰労引当金 26,965 29,655

負ののれん 60,384 76,853

その他 485,424 565,260

固定負債合計 2,218,735 2,432,294

負債合計 6,696,305 7,249,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 4,458,138 5,030,666

自己株式 △779,403 △779,129

株主資本合計 7,273,262 7,846,064

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 431 82,527

為替換算調整勘定 49,375 51,037

評価・換算差額等合計 49,807 133,565

少数株主持分 93,896 95,918

純資産合計 7,416,966 8,075,548

負債純資産合計 14,113,272 15,325,405
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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 6,990,423

売上原価 4,919,642

売上総利益 2,070,780

販売費及び一般管理費 2,068,598

営業利益 2,182

営業外収益  

受取配当金 56,610

その他 77,848

営業外収益合計 134,458

営業外費用  

支払利息 33,849

その他 24,302

営業外費用合計 58,151

経常利益 78,489

特別利益  

受取保険金 15,284

特別利益合計 15,284

特別損失  

固定資産除売却損 3,129

有価証券評価損 71,670

投資有価証券評価損 333,538

関係会社整理損失引当金繰入額 30,000

たな卸資産評価損 73,385

特別損失合計 511,723

税金等調整前四半期純損失（△） △417,949

法人税、住民税及び事業税 13,829

法人税等調整額 17,892

法人税等合計 31,722

少数株主利益 2,960

四半期純損失（△） △452,632
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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　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 7,852

Ⅱ　売上原価 5,509

売上総利益 2,343

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,145

営業利益 197

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息及び配当金 133

２．その他 62

営業外収益合計　 196

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 32

２．その他 19

営業外費用合計 51

経常利益 342

Ⅵ　特別利益 48

Ⅶ　特別損失 10

税金等調整前四半期純利益 380

法人税・住民税及び事業税 73

法人税等調整額 110

少数株主利益 △1

四半期純利益 198
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