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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 4,625 △9.1 △61 ― △61 ― △256 ―

20年3月期第3四半期 5,087 △5.9 22 ― 106 ― 847 ―

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 △1.69 ―

20年3月期第3四半期 5.42 ―

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 11,103 8,748 78.8 61.04
20年3月期 11,972 9,423 78.7 61.35

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,748百万円 20年3月期  9,423百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.50 0.50

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 5,720 △15.1 5 △94.5 1 △99.5 △150 △116.4 △1.05

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、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) 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、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。  

(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。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。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、4ページ【定性的情報・財務情報等】
「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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  155,611,765株 20年3月期  156,611,765株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  12,290,827株 20年3月期  3,001,827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  151,979,644株 20年3月期第3四半期  156,479,155株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界の金融資本市場の危機を契機に世界的な景気後
退が見られる中で、外需面に加え国内需要も停滞し、景気の急激な下降局面の段階に入りました。 
 このような状況にあって当グループの主要事業におきましても、国内外における自動車産業の生産販売
の減少により、当社製品の販売面での影響も否めない状況となりました。 
 このような環境下、当グループの金属製品事業、電線ケーブル事業は、引き続き販売価格の改定、生産
効率の向上、新規販売先の開拓、不採算製品の受注停止を推し進め、収益向上に努めてまいりました。 
 その結果、当第３四半期の連結業績は、売上高4,625百万円（前年同期比△9.1％）、営業損失61百万円
（前年同期22百万円の営業利益）、経常損失61百万円（前年同期106百万円の経常利益）、四半期純損失
256百万円（前年同期847百万円の四半期純利益）となりました。    
  

(資産) 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べて40.7％減少し、4,294百万円となりました。これは、現金及び
預金が2,751百万円、受取手形及び売掛金が280百万円、それぞれ減少し、たな卸資産が110百万円増加し
たことなどによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて43.9％増加し、6,808百万円となりました。これは、土地が
1,477百万円、建物及び構築物が408百万円、それぞれ増加したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べて7.3％減少し、11,103百万円となりました。 

  

(負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べて20.8％減少し、897百万円となりました。これは、支払手形及
び買掛金が99百万円、未払金が43百万円、それぞれ減少したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて3.0％増加し、1,457百万円となりました。これは、退職給付引
当金が47百万円減少し、その他に含まれる預り保証金が85百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて7.6％減少し、2,355百万円となりました。 

  

(純資産） 
 純資産合計は、前連結会計年度と比べて7.2％減少し、8,748百万円となりました。 
これは、主として利益剰余金が418百万円減少したことなどによります。 

  

(キャッシュ・フローの状況） 
 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下資金という）は、前連結会計年度末と比べ、2,751百
万円減少し、1,722百万円となりました。 
 営業活動におけるキャッシュ・フローは、売上債権の減少280百万円、減価償却費178百万円、貸倒引当
金の増加36百万円等があったのに対し、たな卸資産の増加110百万円、仕入債務の減少99百万円、税金等
調整前四半期純損失140百万円等の減少がありました。 
 その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは41百万円の支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産売却による収入13百万円等があったのに対し、有
形固定資産の取得による支出2,130百万円等がありました。 
 その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、2,158百万円の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入820百万円等があったのに対し、配当金の
支払額149百万円、自己株式の取得による支出277百万円、短期借入金の返済による支出857百万円等があ
りました。 
 その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは551百万円の支出となりました。 

  

  

・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
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当第３四半期の業績は世界的な景気後退を受け、軟調に推移しました。第４四半期連結会計期間および
通期に向けても引き続き、世界的な金融市場の混乱をうけ実体経済における急激な景気の悪化が進んでい
ることから、売上高、営業利益、経常損失、当期純損失にそれぞれ影響を及ぼす可能性があると予想して
おります。 
 このような状況のもと、第３四半期連結累計期間における業績状況などを勘案し、業績予想の見直しを
行った結果、平成20年11月7日付の「平成21年3月期 第2四半期決算短信」にて公表いたしました通期業
績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は平成21年2月9日に公表いたしました「業績予
想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 法人税等の算定方法 

    法人税法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 固定資産の減価償却の算定方法 

    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。 

     

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
    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。 
  

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 
    通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、「先入先出法による原価法」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）が適用されたことに伴い、評価基準を変更し、「先入先出法による原価法(収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）」を採用いたしました。これにより当第3四半期連結累計期間において、売

上総利益が25,696千円減少し、営業損失及び経常損失は、それぞれ25,696千円増加しており、税金

等調整前四半期純損失が56,163千円増加いたしました。 

 更に当社におきましては、第２四半期連結会計期間より評価方法を変更し「移動平均法による原

価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）」を採用いたしました。業務合理化を目的とした

情報システム基幹業務パッケージ（ERP)の導入を機に、より適正な期間損益を算定することを目的

とした変更であります。この評価方法の変更に伴い、当第３四半期連結累計期間において、売上総

利益が18,176千円増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失がそれぞれ18,176

千円減少しております。 
  

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

    当社及び連結子会社におきまして、第１四半期連結会計期間より、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、機械及び装置の耐用年数を一部変更しております。これによ

り、当第３四半期累計期間において、売上総利益が6,467千円減少し、営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失は、それぞれ4,496千円増加しております。 

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 1,722,391 4,473,714

受取手形及び売掛金 1,126,832 1,407,467

商品 121,441 104,083

製品 547,548 429,835

原材料 202,247 171,413

仕掛品 208,796 294,929

貯蔵品 204,684 173,510

その他 160,943 186,029

流動資産合計 4,294,884 7,240,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,269,464 860,673

土地 4,366,917 2,889,628

その他（純額） 653,247 550,015

有形固定資産合計 6,289,629 4,300,317

無形固定資産 143,011 151,432

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,839,970 1,984,293

その他 428,089 281,221

貸倒引当金 △1,891,720 △1,986,043

投資その他の資産合計 376,339 279,471

固定資産合計 6,808,980 4,731,221

資産合計 11,103,865 11,972,206

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 389,197 488,874

短期借入金 290,080 327,245

未払法人税等 9,624 23,219

賞与引当金 24,361 73,117

その他 184,106 220,459

流動負債合計 897,369 1,132,916

固定負債   

長期借入金 600 8,160

退職給付引当金 330,713 377,834

その他 1,126,323 1,029,300

固定負債合計 1,457,636 1,415,295

負債合計 2,355,006 2,548,212
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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 3,900,400 3,900,400

資本剰余金 3,236,358 3,276,385

利益剰余金 675,772 1,093,815

自己株式 △358,987 △121,312

株主資本合計 7,453,543 8,149,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,286 △14,395

土地再評価差額金 1,296,602 1,289,100

評価・換算差額等合計 1,295,316 1,274,705

純資産合計 8,748,859 9,423,994

負債純資産合計 11,103,865 11,972,206
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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 4,625,919

売上原価 3,908,260

売上総利益 717,658

販売費及び一般管理費 778,917

営業損失（△） △61,259

営業外収益  

受取利息 14,075

その他 19,525

営業外収益合計 33,601

営業外費用  

支払利息 7,250

その他 26,432

営業外費用合計 33,683

経常損失（△） △61,340

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,656

その他 3,312

特別利益合計 16,968

特別損失  

たな卸資産評価損 34,854

貸倒引当金繰入額 50,000

その他 11,088

特別損失合計 95,943

税金等調整前四半期純損失（△） △140,315

法人税、住民税及び事業税 7,321

法人税等調整額 109,294

法人税等合計 116,616

四半期純損失（△） △256,931
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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損失（△） △140,315

減価償却費 178,847

減損損失 5,456

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,343

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,756

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,121

受取利息及び受取配当金 △14,235

支払利息 7,250

売上債権の増減額（△は増加） 280,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,944

仕入債務の増減額（△は減少） △99,677

その他 △85,259

小計 △37,776

利息及び配当金の受取額 14,161

利息の支払額 △7,019

法人税等の支払額 △10,367

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,130,293

有形固定資産の売却による収入 13,473

無形固定資産の取得による支出 △11,774

投資有価証券の取得による支出 △97

貸付けによる支出 △210,000

貸付金の回収による収入 204,620

その他 △24,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,158,444

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 820,000

短期借入金の返済による支出 △857,165

長期借入金の返済による支出 △7,560

自己株式の取得による支出 △277,702

配当金の支払額 △149,419

自己株式の取得のための預託金支出 △80,030

財務活動によるキャッシュ・フロー △551,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,751,322

現金及び現金同等物の期首残高 4,473,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,722,391
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位:千円）

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 前期末残高 3,900,400 3,276,385 1,093,815 △121,312 8,149,289

 当第3四半期末までの変動額

 剰余金の配当 △153,609 △153,609

 土地再評価差額金取崩額 △7,501 △7,501

 四半期純損失 △256,931 △256,931

 自己株式の取得 ※1 △277,702 △277,702

 自己株式の消却 ※2 △40,026 40,026 －

 当第3四半期末までの変動額合計 △40,026 △418,043 △237,675 △695,745

 当第3四半期末残高 3,900,400 3,236,358 675,772 △358,987 7,453,543

※1 平成20年12月までに市場から277,702千円を取得しました。

※2 平成20年7月11日付けで1百万株の自己株式(普通株式)を消却しました。
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前年同四半期に係る財務諸表 

(要約）四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

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)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 5,087,396 100.0

Ⅱ 売上原価 4,162,900 81.8

   売上総利益 924,495 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 901,827 17.7

   営業利益 22,668 0.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17,582

 ２ 受取配当金 86

 ３ 賃貸料 5,823

 ４ 負ののれん償却額 61,982

 ５ 持分法による投資利益 7,219

 ６ その他 13,012 105,705 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 5,160

 ２ その他 16,488 21,648 0.4

   経常利益 106,725 2.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 1,042,193

 ２ その他 11,550

 1,053,743 20.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 94,242

 ２ 減損損失 24,159

 ３ 関連会社株式売却損 10,299

 ４ 関係会社株式評価損 11,803

 ５ 貸倒引当金繰入額 160,000

 ６ その他 31,399 331,903 6.5

   税金等調整前四半期純利益 828,565 16.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

7,894

   法人税等調整額 △27,192 △19,298 △0.4

   四半期純利益 847,863 16.7
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