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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 6,216 ― △198 ― △245 ― △187 ―

20年3月期第3四半期 6,210 △6.5 △101 ― △156 ― △126 ―

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 △26.09 ―

20年3月期第3四半期 △17.56 ―

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 9,251 1,964 21.2 273.54
20年3月期 9,389 2,270 24.2 315.95

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,964百万円 20年3月期  2,270百万円

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） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 9,000 △0.6 260 120.0 190 360.2 60 ― 8.35

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 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  7,200,000株 20年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  18,692株 20年3月期  14,846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  7,183,140株 20年3月期第3四半期  7,186,342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，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」（企業会計基準適用方針第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、平成21年3月期の通期業績予想については平成２０年５月１４日付で公表した業績予想を修正しております。詳細については平成２０年１０月３０日付で公表いたしま
した「平成２１年３月期第２四半期累計期間（非連結）業績予想との差異及び通期（非連結）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３，上記に記載した業績予想などの将来に関する記述については、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき、合理的であると判断する一定の前提に基づ
いた見通しとなっております。したがって、様々な要因により実際の業績等は上記予想と異なる可能性があります。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機が実体経済に深刻な影響を及ぼしてき
ており、株価の急落、急激な円高、雇用や所得面での不安等が急速に強まった結果、景気の悪化傾向が鮮
明になってきております。 
こうした中で、当社の呼吸用保護具全般の受注につきましては、引き続き総じて堅調に推移しました。
利益面につきましては、労務費・製造経費の見直しにより、第２四半期累計期間では高止まりしていた

製品原価率も第３四半期に入り低下してきております。 
一方、生産体制の見直しと並んで注力してきました新製品開発により、第３四半期では研究開発費が増

加しております。 
この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、６２億１６百万円（前年同期間比６百万円の増）利益面

は、営業損失１億９８百万円（前年同期間比９６百万円の減）、経常損失２億４５百万円（前年同期間比
８８百万円の減）、四半期純損失１億８７百万円（前年同期間比６１百万円の減）となりました。 
なお、前年同期間との比較金額は参考として記載しております。 

  

当第３四半期におきましては、前事業年度末に比べて、総資産は１億３８百万円減少の９２億５１百
万円、負債合計は１億６７百万円増加の７２億８６百万円となり、純資産は３億５百万円減少の１９億
６４百万円となりました。この結果、当第３四半期末時点での自己資本比率は２１．２％となりまし
た。 
  

  

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より１億５０
百万円増加し、５億９７百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、６２百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失３億
円、減価償却費３億６９百万円、売上債権の減少４億８０百万円、仕入債務の減少３億９５百万円、
債権売却未収入金の増加６９百万円、棚卸資産の増加１億２１百万円、固定資産除却・廃棄損５６百
万円、未払費用の増加４４百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、３億７０百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得
による支出３億４８百万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、５億８２百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額
１０億１２百万円、長期借入３億円、長期借入金の返済による支出３億７９百万円、社債の償還によ
る支出２億６３百万円、配当金の支払７１百万円等によるものです。 
  

  

平成２０年１０月３０日付で修正いたしました通期の業績予想につきましては、特に変更はございませ
ん。 

  

・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
(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前事業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。 
② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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出しております。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価格を見積り、簿価切下げを行う方法によ
っております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
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。 
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、かつ、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ので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ
ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
「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（収益性低下による簿
価切下げの方法）に変更しております。 
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軽微であります。 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一
部会）、平成19年３月30日改正）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改
正））が平成20年４月１日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することが出来るこ
とになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る
会計処理によっております。また所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償
却の方法についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
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軽微であります。 
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・リース取引につきまし

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

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５～15年としておりましたが、第１四半期会計期間

より９年に変更いたしました。 
この変更は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日法律第23

号）及び（所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令
平成20年４月30日政令第164号））により、耐用年数を見直した結果によるものであります。 
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軽微であります。 

  

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

(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

③ リース取引に関する会計基準の適用 

(3) 追加情報

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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１【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 1,267,194 1,096,916

受取手形及び売掛金 1,788,747 2,282,557

商品 729,046 701,286

製品 454,000 475,615

原材料 573,914 476,862

仕掛品 192,717 180,714

貯蔵品 43,585 37,636

その他 490,128 299,994

貸倒引当金 △2,173 △3,707

流動資産合計 5,537,162 5,547,878

固定資産   

有形固定資産 2,994,014 3,051,112

建物（純額） 1,303,037 1,300,392

その他 1,690,976 1,750,720

無形固定資産 108,834 125,083

投資その他の資産 611,471 665,511

その他 625,059 680,352

貸倒引当金 △13,588 △14,841

固定資産合計 3,714,319 3,841,708

資産合計 9,251,482 9,389,586

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,028,482 2,424,007

短期借入金 1,400,000 387,500

未払法人税等 2,438 7,690

賞与引当金 58,736 161,632

その他 1,056,012 1,099,551

流動負債合計 4,545,669 4,080,381

固定負債   

社債 1,145,900 1,409,700

長期借入金 965,174 994,671

退職給付引当金 400,610 409,456

役員退職慰労引当金 93,120 87,600

その他 136,111 137,580

固定負債合計 2,740,916 3,039,007

負債合計 7,286,586 7,119,389

純資産の部   

株主資本   

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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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) 

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,019,935 1,279,205

自己株式 △9,582 △8,043

株主資本合計 1,852,929 2,113,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111,966 156,457

評価・換算差額等合計 111,966 156,457

純資産合計 1,964,896 2,270,196

負債純資産合計 9,251,482 9,389,586

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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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 6,216,877

売上原価 4,751,442

売上総利益 1,465,434

販売費及び一般管理費 1,663,498

営業損失（△） △198,063

営業外収益  

受取利息 2,707

受取配当金 10,034

その他 21,321

営業外収益合計 34,063

営業外費用  

支払利息 60,324

その他 20,821

営業外費用合計 81,145

経常損失（△） △245,145

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,705

特別利益合計 1,705

特別損失  

固定資産除却損 56,774

特別損失合計 56,774

税引前四半期純損失（△） △300,213

法人税、住民税及び事業税 3,499

法人税等調整額 △116,295

法人税等合計 △112,795

四半期純損失（△） △187,418

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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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  

税引前四半期純損失（△） △300,213

減価償却費 369,031

固定資産除却損 56,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,786

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,520

受取利息及び受取配当金 △12,742

支払利息 60,324

手形売却損 12,984

売上債権の増減額（△は増加） 480,825

債権売却未収入金の増減額(△は増加) △69,391

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,149

仕入債務の増減額（△は減少） △395,524

未払費用の増減額（△は減少） 44,501

その他 △11,408

小計 5,032

利息及び配当金の受取額 12,828

利息の支払額 △64,158

法人税等の支払額 △15,955

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,252

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △348,938

無形固定資産の取得による支出 △11,214

貸付金の回収による収入 4,955

投資その他の資産の増減額（△は増加） 4,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,203

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） 1,012,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,077

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △379,497

社債の償還による支出 △263,800

配当金の支払額 △71,851

自己株式の取得による支出 △1,539

財務活動によるキャッシュ・フロー 582,734

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,278

現金及び現金同等物の期首残高 446,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 597,094
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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 
  

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

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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（要約）前第３四半期損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

科  目

前第３四半期会計期間

（自 平成19年4月 1日
 至  平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 6,210,100

Ⅱ 売上原価 4,742,688

売上総利益 1,467,411

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,568,692

営業利益 △101,281

Ⅳ 営業外収益 35,489

受取利息及び配当金 14,820

その他 20,668

Ⅴ 営業外費用 90,940

支払利息 60,451

手形売却損 12,906

その他 17,581

経常利益 △156,732

Ⅵ 特別利益 8,630

貸倒引当金戻入額 8,630

Ⅶ 特別損失 16,611

固定資産売却損 16,611

税引前四半期純利益 △164,713

法人税、住民税及び事業税 5,808

法人税等調整額 △44,343

第３四半期純利益 △126,179

㈱重松製作所 (7980) 平成21年３月期 第３四半期決算短信(非連結)
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