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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 11,746 ― 1,245 ― 1,178 ― 716 ―

20年3月期第3四半期 12,286 6.1 1,807 21.6 1,818 17.7 1,209 28.4

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 92.15 ―

20年3月期第3四半期 155.53 ―

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 17,162 11,272 64.5 1,423.71
20年3月期 18,052 11,159 60.8 1,410.37

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,070百万円 20年3月期  10,966百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 25.00

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 14,200 △13.9 1,000 △59.3 750 △69.0 440 △72.0 56.59

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 
 ・ 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。 
 ・ 上記の予測は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により変動する可能性があります。  

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  7,779,865株 20年3月期  7,779,865株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,212株 20年3月期  4,024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  7,775,776株 20年3月期第3四半期  7,776,119株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、米国発の金融不安に端を発し
た世界同時不況が一層深刻な影響を及ぼし、自動車をはじめとする主要市場で急速に需要が落ち込み、生
産活動に急ブレーキがかかった展開となりました。 
当社グループの関連する業界におきましては、エコ給湯器、ハイブリッドカー、インバータエアコンな

ど環境・省エネ製品への需要は底堅いものの、急激な円高進行や消費意欲の低下等もあり、急激且つ大幅
な需要の減速と採算悪化の極めて厳しい状況となりました。 
このような状況のなか、当社グループでは、タイ、中国を核とした生産・販売体制の更なる強化を進

め、コスト削減、効率化、品質・性能面で優れた製品の供給による市場シェアの拡大を図るなど積極的な
取り組みを展開してまいりましたが、この急激で広範且つ大幅な需要減退への対応を余儀なくされ、売上
高、利益面ともに苦戦を強いられました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、117億４千６百万円(前年同期比５億４千万円4.4％

の減少)となりました。利益面では、営業利益は12億４千５百万円(前年同期比５億６千１百万円31.1％の
減少)、為替差損９千８百万円もあり、経常利益は11億７千８百万円(前年同期比６億３千９百万円35.2％
の減少)、四半期純利益は７億１千６百万円(前年同期比４億９千２百万円40.8％の減少)となりました。 
なお、当連結会計年度より四半期連結財務諸表規則を適用しているため、文中の前年同四半期の金額、

増減率については参考として記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億８千９百万円減少し、
171億６千２百万円となりました。主な要因は、流動資産が３億５千９百万円(現金及び預金が１億５千万
円、受取手形及び売掛金が４億７千７百万円減少した一方、たな卸資産が３億１千８百万円増加)、有形
固定資産が５億６千３百万円減少したこと等によるものであります。 
 負債の部についても、支払手形及び買掛金の減少１億５千１百万円、短期借入金の減少１億６千１百万
円、未払法人税等の減少３億６千６百万円、長期借入金の減少３億４千１百万円等により10億３百万円減
少して58億９千万円となりました。 
純資産から少数株主持分を控除した自己資本は110億７千万円となり自己資本比率は64.5％に上昇、１

株当たり純資産は1,423円71銭となりました。 
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益11億４千９百万円、減価償却費６億７千１百万円、売上債権の減少２億６千４百万円等による資金増と
法人税等の支払７億２千７百万円、たな卸資産の増加４億３千１百万円等による資金減により、10億３千
６百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等で５億４千
８百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少４億４千万円、配当金の支払１億
９千４百万円等により６億３千５百万円の支出となり、以上の結果、当第３四半期会計期間末の現金及び
現金同等物の残高は26億３千２百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の状況、今後更に厳しさが増すと見込まれる事業環境等を勘案
し、当期の業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月10日に公表いたしました平成21年３月期通期の
業績予想(連結・個別)を修正しております。 
 詳細は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

この事項については該当ありません。 
  

① 未実現損益の消去 
四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 
  

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 「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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

・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

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 3,081,303 3,231,813

受取手形及び売掛金 4,563,986 5,011,426

商品及び製品 837,482 614,515

仕掛品 1,708,335 1,669,101

原材料及び貯蔵品 706,275 649,776

その他 417,508 498,820

貸倒引当金 △2,242 △3,029

流動資産合計 11,312,647 11,672,422

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,480,129 2,763,757

機械装置及び運搬具（純額） 1,696,704 2,017,039

その他（純額） 917,921 877,323

有形固定資産合計 5,094,755 5,658,120

無形固定資産 76,737 18,545

投資その他の資産   

投資有価証券 280,708 332,476

その他 437,861 411,293

貸倒引当金 △40,264 △40,490

投資その他の資産合計 678,306 703,279

固定資産合計 5,849,798 6,379,945

資産合計 17,162,446 18,052,368
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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 2,449,496 2,600,774

短期借入金 1,076,904 1,238,184

未払法人税等 17,406 383,474

賞与引当金 81,840 247,680

役員賞与引当金 22,500 30,000

その他 748,549 624,134

流動負債合計 4,396,696 5,124,247

固定負債   

長期借入金 931,033 1,272,264

退職給付引当金 462,560 387,322

役員退職慰労引当金 88,480 99,399

その他 11,380 10,021

固定負債合計 1,493,454 1,769,008

負債合計 5,890,151 6,893,255

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 6,806,720 6,284,616

自己株式 △5,155 △4,978

株主資本合計 11,015,876 10,493,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,758 108,221

為替換算調整勘定 △16,360 364,677

評価・換算差額等合計 54,398 472,898

少数株主持分 202,019 192,264

純資産合計 11,272,295 11,159,112

負債純資産合計 17,162,446 18,052,368
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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 11,746,752

売上原価 8,727,786

売上総利益 3,018,965

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 664,520

賞与引当金繰入額 29,150

役員賞与引当金繰入額 22,500

退職給付引当金繰入額 118,909

役員退職慰労引当金繰入額 11,120

その他 926,905

販売費及び一般管理費合計 1,773,105

営業利益 1,245,860

営業外収益  

受取利息 5,356

受取配当金 6,222

受取手数料 14,819

受取保険金 16,518

その他 22,227

営業外収益合計 65,144

営業外費用  

支払利息 25,317

為替差損 98,396

その他 8,470

営業外費用合計 132,184

経常利益 1,178,820

特別利益  

貸倒引当金戻入額 842

固定資産売却益 3

特別利益合計 846

特別損失  

固定資産処分損 11,124

災害による損失 16,655

ゴルフ会員権評価損 2,700

特別損失合計 30,479

税金等調整前四半期純利益 1,149,186

法人税、住民税及び事業税 280,822

法人税等調整額 141,719

法人税等合計 422,542

少数株主利益 10,143

四半期純利益 716,500
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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 1,149,186

減価償却費 671,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） △842

賞与引当金の増減額（△は減少） △165,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,497

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,919

受取利息及び受取配当金 △11,579

支払利息 25,317

為替差損益（△は益） 21,243

固定資産処分損益（△は益） 11,121

ゴルフ会員権評価損 2,700

売上債権の増減額（△は増加） 264,328

たな卸資産の増減額（△は増加） △431,654

未収消費税等の増減額（△は増加） 49,734

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26,907

仕入債務の増減額（△は減少） 62,775

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,730

その他の流動負債の増減額（△は減少） 114,525

その他 8,545

小計 1,777,675

利息及び配当金の受取額 11,395

利息の支払額 △25,009

法人税等の支払額 △727,918

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,036,143

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 △350,066

定期預金の払戻による収入 279,318

有形固定資産の取得による支出 △417,922

有形固定資産の売却による収入 1,064

無形固定資産の取得による支出 △58,959

その他 △1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △548,133

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 440,000

短期借入金の返済による支出 △447,711

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △583,042

配当金の支払額 △194,135

その他 △564

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △200,577

現金及び現金同等物の期首残高 2,833,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,632,610
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

この事項については該当ありません。 

  

 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) 

この事項については該当ありません。 

  

(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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「参考資料」

(要約)前第３四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 12,286,850

Ⅱ 売上原価 8,632,587

 売上総利益 3,654,263

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,846,929

 営業利益 1,807,333

Ⅳ 営業外収益 58,959

Ⅴ 営業外費用 47,904

 経常利益 1,818,389

Ⅵ 特別利益 185,290

Ⅶ 特別損失 152,306

 税金等調整前四半期純利益 1,851,373

 法人税、住民税及び事業税 475,191

 法人税等調整額 145,709

 少数株主利益 21,065

 四半期純利益 1,209,406
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「参考資料」

(要約)前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整四半期純利益 1,851,373

 減価償却費 575,247

 貸倒引当金の減少額 △ 5,483

 役員賞与引当金の減少額 △ 7,500

 退職給付引当金の増加額 94,535

 役員退職慰労引当金の増加額 95,359

 受取利息及び受取配当金 △ 12,310

 支払利息 31,341

 為替差益 △ 21,847

 固定資産売却益 △ 107

 固定資産処分損 7,526

 投資有価証券売却益 △ 2

 退職給付信託設定益 △ 182,532

 売上債権の増加額 △ 59,179

 たな卸資産の増加額 △ 129,937

 未収消費税等の減少額 39,011

 その他の流動資産の増加額 △ 37,821

 仕入債務の増加額 14,485

 未払消費税等の減少額 △ 5,621

 その他の流動負債の増加額 22,979

 その他 △ 113,533

 小計 2,155,982

 利息及び配当金の受取額 12,029

 利息の支払額 △ 30,790

 法人税等の支払額 △ 944,229

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,192,992

Ⅱ 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 △ 282,010

 定期預金の払戻による収入 308,111

 有形固定資産の取得による支出 △ 744,410

 有形固定資産の売却による収入 2,810

 投資有価証券の売却による収入 30

 その他 △ 10,611

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 726,079

Ⅲ 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 460,000

 短期借入金の返済による支出 △ 508,200

 長期借入れによる収入 700,000

 長期借入金の返済による支出 △ 800,965

 社債の償還による支出 △ 30,000

 配当金の支払額 △ 155,085

 その他 △ 2,827

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 337,078

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 13,530

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 143,365

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,300,097

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,443,462
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