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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 11,246 ― 816 ― 811 ― 411 ―
20年3月期第3四半期 11,644 △2.2 1,070 22.6 1,058 16.9 491 3.3

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 62.43 ―
20年3月期第3四半期 74.59 ―

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 15,225 8,053 48.2 1,115.36
20年3月期 15,542 8,197 47.4 1,118.41

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,343百万円 20年3月期  7,363百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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 14,350 △7.9 790 △40.2 790 △39.3 350 △38.6 53.16

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．平成21年１月26日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料３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参照下さい。 
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）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 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  6,600,000株 20年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  16,000株 20年3月期  16,000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  6,584,000株 20年3月期第3四半期  6,584,042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我が国経済は、米欧発の金融危機に伴う世界的な株安や、世界景気の同時
減速により、需要の減速・在庫圧縮のための減産・リストラの実施や円高に伴う輸出採算の悪化など、企業収益
は減益幅を拡大するなど不況感が急速に高まってまいりました。 
 当社グループにおきましては、砥石の主要原材料である砥粒の中国からの供給確保の安定化が窺われてきたも
のの、砥粒価格の相次ぐ高騰により供給単価は高止まりしており第２四半期に比べ材料費が７％強増加するなど
収益率の低下を余儀なくされてまいりました。 
 このような状況のなかで、国内砥石製造部門は、第２四半期まで好調に推移したインドネシア向け砥石輸出が
現地販売店の在庫調整の影響などにより受注が急減速し、また、国内の砥石販売も景気悪化の影響を受け需要が
減少いたしました。 
  海外生産子会社は、売上は堅調に推移いたしましたが、原材料砥粒の調達価格の高騰により材料費が大幅に増
加したため収益面では厳しく減益を余儀なくされ、国内販売子会社も、電動工具などの設備関連機械工具を中心
に需要が低迷して商品売上は計画を大きく下回りました。 
 このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は１１,２４６,７３２千円（前年同期比３．
４％減収）、連結営業利益は８１６,７７９千円（前年同期比２３．７％減益）、連結経常利益は８１１,７６３
千円(前年同期比２３．３％減益)、連結四半期純利益は４１１,０１０千円（前年同期比１６．３％減益）となり
ました。 
 なお、前年同期比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、１５,２２５,５５８千円となり、前連結会計年度末に比べ 
３１６,５６２千円減少いたしました。 
 流動資産は、８,０７５,４４８千円となり３４,５０７千円増加いたしました。 
 主な要因は、受取手形及び売掛金の減少１７０,７３１千円と現金及び預金の減少３４１,７５９千円、原材料
の積み増し２０９,７３９千円と製品の増加１９８,９３６千円などたな卸資産の増加４８４,１４２千円等であり
ます。 
 固定資産は、７,１５０,１０９千円となり３５１,０７０千円減少いたしました。 
 有形固定資産は、６,５８５,７９５千円となり３１５,９９７千円減少いたしました。 
 主な要因は、海外生産子会社の有形固定資産の円通貨への換算レート差による減少２８４,０５４千円等であり
ます。 
 無形固定資産は、５３,５３１千円となり１９,１０３千円増加いたしました。 
 投資その他資産は、５１０,７８３千円となり５４,１７５千円減少いたしました。 
 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、７,１７２,４６８千円となり、前連結会計年度末に比べ 
１７２,３３８千円減少いたしました。 
 流動負債は、５,８７０,４２０千円となり３６１,２９３千円減少いたしました。 
 主な要因は、１年以内償還予定社債と長期借入金の減少３４３,８００千円、仕入債務の減少１５１,４５６千
円、確定納付による未払法人税の減少２７１,１４９千円、未払費用の減少１１７,８３３千円、短期借入金の増
加５１９,４１５千円等であります。 
 固定負債は、１,３０２,０４７千円となり１８８,９５４千円増加いたしました。 
 主な要因は、社債の借入発行で１９９,８００千円増加いたしました。 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、８,０５３,０８９千円となり、前連結会計年度末に比べ 
１４４,２２４千円減少いたしました。 
 主な要因は、当四半期純利益４１１,０１０千円の計上による増加、配当金の支払１０５,３４４千円や為替換
算調整勘定の減少２８６,５９７千円および、少数株主持分の減少１２４,１６４千円等であります。 
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の４７．４％から４８．２％となりました。 
  
(キャッシュ・フローについて) 
 当第３四半期末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３３８,１１０千
円減少して１,７４３,９３８千円となりました。 
 なお、資金に係る為替換算差額が４７,３７２千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの
要因は次の通りであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動による資金は、２５９,１６６千円減少いたしました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純利益７９０,５６０千円、減価償却費２８７,１３１千円計上、売上債権の
減少により３８,４６７千円増加する一方、たな卸資産の増加により５９２,１３７千円減少、仕入債務の減少 
９９,６８９千円、法人税等５７９,７６７千円の支払等によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動による資金は、砥石製造機械装置や工程の改善・合理化設備など有形固定資産２２１,５２５千円等の
取得により２３１,２８５千円の支出となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金は、社債の償還や長期借入金の返済、配当金の支払等により６０４，６８１千円支出する
一方で、社債の借替発行３００，０００千円と短期借入金５３７,５１９千円により１９９,７１３千円の増加と
なりました。
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３. 連結業績予想に関する定性的情報
 当第３四半期累計期間の連結業績は、第２四半期までのインドネシア向け輸出が牽引して国内の不振を相応に
カバーしてまいりました。 
 しかしながら、昨年１０月以降の内外の販売動向に加え、第４四半期の業績見通しは、砥石・研磨布紙事業に
おいて、インドネシア向けの受注減速と国内景気の悪化に伴う国内売上のさらなる低下を予想し、生産・在庫調
整を図るために国内古川工場の操業を数日間停止することを検討中。これらにより、砥石需要の減少による売上
減少と生産調整に伴う原価アップ、国内販売子会社の設備関連商品を中心とした売上低下や、為替相場（円・バ
ーツ換算）動向なども踏まえて相当の業績影響を予想して平成21年３月期の通期業績予想を平成21年１月26日公
表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正致しました。

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 固定資産の減価償却費の算定方法 
   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法 
  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 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適 
 用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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 「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 
 第１四半期連結会計期間から適用し、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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、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 
 調整前四半期純利益がそれぞれ8,987千円減少しております。 
   
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」（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）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお 
 ります。 
  なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 
  
④ 在外子会社等の収益及び費用は、従来、子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました 
 が、第１四半期連結会計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 
  この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が四半期連結会計期間を通じて発生することから、より実情 
 に即した換算をするために行ったものであります。 
  この変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高は167,549千円、売上総利益は 
 39,486千円、営業利益は18,329千円、経常利益は19,403千円、税金等調整前四半期純利益は19,453千円、四半 
 期純利益は8,643千円それぞれ増加しております。
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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 1,743,938 2,085,697

受取手形及び売掛金 4,310,438 4,481,169

商品及び製品 969,629 687,432

原材料及び貯蔵品 778,888 569,061

仕掛品 76,498 84,380

未収還付法人税等 16,123 －

その他 187,192 139,338

貸倒引当金 △7,260 △6,138

流動資産合計 8,075,448 8,040,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,136,645 3,251,172

減価償却累計額 △1,644,358 △1,608,347

建物及び構築物（純額） 1,492,286 1,642,825

土地 4,040,778 4,099,186

その他 3,239,312 3,443,839

減価償却累計額 △2,186,582 △2,284,058

その他（純額） 1,052,730 1,159,780

有形固定資産合計 6,585,795 6,901,793

無形固定資産 53,531 34,428

投資その他の資産 510,783 564,958

固定資産合計 7,150,109 7,501,180

資産合計 15,225,558 15,542,121

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,980,071 3,068,164

短期借入金 2,269,415 1,750,000

未払法人税等 89,911 361,060

その他 531,022 1,052,488

流動負債合計 5,870,420 6,231,714

固定負債   

社債 199,800 －

長期借入金 240,637 297,221

退職給付引当金 638,007 604,624

役員退職慰労引当金 72,695 66,110

その他 150,908 145,137

固定負債合計 1,302,047 1,113,092

負債合計 7,172,468 7,344,807
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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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,341,888 5,047,989

自己株式 △10,259 △10,259

株主資本合計 7,368,394 7,074,496

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,752 43,114

為替換算調整勘定 △40,612 245,984

評価・換算差額等合計 △24,859 289,098

少数株主持分 709,554 833,719

純資産合計 8,053,089 8,197,313

負債純資産合計 15,225,558 15,542,121
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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 11,246,732

売上原価 8,340,178

売上総利益 2,906,553

販売費及び一般管理費  

給料手当及び福利費 1,014,887

退職給付費用 65,633

役員退職慰労引当金繰入額 10,985

貸倒引当金繰入額 10,199

その他 988,069

販売費及び一般管理費合計 2,089,774

営業利益 816,779

営業外収益  

受取利息 1,924

受取配当金 4,736

為替差益 22,993

受取手数料 23,962

その他 21,622

営業外収益合計 75,240

営業外費用  

支払利息 37,591

その他 42,664

営業外費用合計 80,256

経常利益 811,763

特別利益  

固定資産売却益 655

貸倒引当金戻入額 191

特別利益合計 846

特別損失  

投資有価証券評価損 12,451

固定資産除却損 7,687

その他 1,910

特別損失合計 22,049

税金等調整前四半期純利益 790,560

法人税、住民税及び事業税 306,365

法人税等調整額 △2,415

法人税等合計 303,949

少数株主利益 75,600

四半期純利益 411,010
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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 790,560

減価償却費 287,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,008

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,000

受取利息及び受取配当金 △6,661

支払利息 37,591

社債発行費 3,024

投資有価証券評価損益（△は益） 12,451

ゴルフ会員権評価損 1,770

売上債権の増減額（△は増加） 38,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △592,137

仕入債務の増減額（△は減少） △99,689

その他 △152,775

小計 320,600

法人税等の支払額 △579,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △259,166

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 △34

定期預金の払戻による収入 3,159

投資有価証券の取得による支出 △19,128

有形固定資産の取得による支出 △221,525

有形固定資産の売却による収入 16,879

ソフトウエアの取得による支出 △23,886

利息及び配当金の受取額 6,708

その他 6,540

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,285

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） 537,519

長期借入金の返済による支出 △100,584

社債の発行による収入 300,000

社債の償還による支出 △400,000

配当金の支払額 △104,097

利息の支払額 △30,099

その他 △3,024

財務活動によるキャッシュ・フロー 199,713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △338,110

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,743,938
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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。 

  

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） 

 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） 

 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
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 11,644,691

Ⅱ 売上原価 8,492,943

   売上総利益 3,151,747

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,081,047

   営業利益 1,070,700

Ⅳ 営業外収益 79,402

Ⅴ 営業外費用 91,259

   経常利益 1,058,843

Ⅵ 特別利益 58,335

Ⅶ 特別損失 19,451

   税金等調整前四半期純利益 1,097,727

   法人税、住民税及び事業税 440,656

   法人税等調整額 83,412

   少数株主利益 82,537

   四半期純利益 491,120
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