
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三洋工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 5958 URL http://www.sanyo-industries.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 山岸 文男
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 松野 正文 TEL 03-3685-3451

四半期報告書提出予定日 平成21年2月10日

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 23,616 ― △833 ― △762 ― △1,034 ―
20年3月期第3四半期 23,992 △6.2 △321 ― △251 ― △78 ―

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 △29.70 ―
20年3月期第3四半期 △2.27 ―

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 25,357 11,924 46.1 335.87
20年3月期 27,409 13,290 47.5 374.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,697百万円 20年3月期  13,025百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― 3.75 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.75 7.50

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 32,500 △9.8 △620 ― △520 ― △920 ― △26.42

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、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。］  

(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。 
・上記業績予想は、平成21年３月期第２四半期決算短信（平成20年11月12日開示）における業績予想から修正しております。 
詳細につきましては、本日（平成21年２月10日）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。 
・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報によって判断しておりますが、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能
性がありますのでご承知おきください。  

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  35,200,000株 20年3月期  35,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  372,359株 20年3月期  371,629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  34,827,429株 20年3月期第3四半期  34,831,495株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年12月）におけるわが国経済は、米国のサブプ

ライムローン問題に端を発した世界的な金融不安が実体経済に大きく波及し、企業収益の悪化や個人

消費の減少が見られるなど、景気の後退が顕著となってまいりました。 

当社グループの関連する建築業界におきましては、改正建築基準法の影響に伴う建築着工遅れが収

束に向い回復の兆しを見せていたものの、第３四半期に入り不動産投資が縮小し、建築着工が低水準

で推移するなど建築需要が減少する中で、原材料である鋼材価格の高騰と販売価格競争の激化によ

り、依然として厳しい経営環境にありました。 

このような状況の中で当社グループは、中期経営計画の達成に向け、提案営業による販売と高付加

価値製品の開発を進め、主力製品の拡販に取り組んでまいりました。 

内装市場への拡販につきましては、パネルタイプの鋼製床下地材が積極的な営業活動により伸長し

ましたが、マンションやビル建築着工数の減少により、主力製品である高遮音床下地材やビル用鋼製

間仕切材が低迷したことにより、売上高は前年同期比3.4％の微増となりました。 

外装市場への拡販につきましては、省電力化製品としてニーズのある屋根用自然換気型の連続式ベ

ンチレーターや施工性に優れた挟み込みタイプのエキスパンション・ジョイントカバーが好調に推移

しましたが、主力製品であるアルミ笠木が販売価格競争の激化により減少し、売上高は前年同期比

4.0％の減少となりました。 

戸建住宅市場への拡販につきましては、高付加価値製品の戸建住宅用鋼製天井下地材および間仕切

材の提案営業に努めたことにより、高精度で作業性の良さが新たなお客様との大口取引に結びつくな

ど、拡大傾向で順調に推移し、売上高は前年同期比28.3％の増加となりました。 

総体としましては、建築着工の回復遅れや減少から受注競争が一層激化する中で、売上高は前年同

期比1.6％の減少となりました。また、原材料価格の値上がりを売値に転嫁出きず、粗利益率を落と

す結果となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高23,616百万円（前年同期

23,992百万円）、営業損失833百万円（前年同期営業損失321百万円）、経常損失762百万円（前年同

期経常損失251百万円）、四半期純損失1,034百万円（前年同期四半期純損失78百万円）となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ、次のとおりとなりました。

 総資産は、主に売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が1,998百万円減少し、原材料価格の高騰

も重なり棚卸資産は693百万円増加し、25,357百万円となりました。 

 負債につきましては、支払手形及び買掛金が686百万円減少し、13,433百万円となりました。 

 当四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失が1,034百万円となったことに伴う利益剰余金

の減少等により前連結会計年度末に比べ1,366百万円減少し、純資産合計は11,924百万円となり、自

己資本比率は46.1％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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通期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結業績予想につきましては、第３四半期

までの業績及び今後の動向等を勘案し、平成20年11月11日に公表した予想数値を修正いたしました。

なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

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

化がないと認められるため、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。 

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな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。 

③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。 

④経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

⑤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 

法人税等については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降、経営環境等に著しい

変化が認められる為、前連結会計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

ングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

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
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①会計基準等の改正に伴う変更 

1.四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

なお、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）について

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平

成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

2.たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を当第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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

3.リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

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

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この変更による損益への影響はありません。 

  

②①以外の変更 

 従来、商品については、最終仕入原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より先入先

出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更致しました。この変更は、よ

り適正な期間損益を算定することを目的として行ったものであります。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

(追加情報)  

 当第１四半期連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数の見直しを行ってお

ります。なお、当第３四半期連結累計期間において、この変更が損益に与える影響は軽微でありま

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
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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：百万円）

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 2,000 2,777

受取手形及び売掛金 11,471 13,470

有価証券 733 618

商品及び製品 2,968 2,321

仕掛品 93 92

原材料及び貯蔵品 967 922

繰延税金資産 81 190

その他 88 54

貸倒引当金 △193 △151

流動資産合計 18,210 20,296

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,154 2,021

機械装置及び運搬具（純額） 1,026 964

土地 2,596 2,596

その他（純額） 183 202

有形固定資産合計 5,960 5,784

無形固定資産 57 72

投資その他の資産   

投資有価証券 332 392

繰延税金資産 9 36

その他 1,165 1,037

貸倒引当金 △377 △209

投資その他の資産合計 1,129 1,256

固定資産合計 7,147 7,113

資産合計 25,357 27,409
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（単位：百万円）

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 8,979 9,665

短期借入金 1,190 937

未払法人税等 38 79

賞与引当金 － 149

役員賞与引当金 10 13

その他 1,052 1,104

流動負債合計 11,271 11,950

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 115 63

退職給付引当金 1,378 1,465

繰延税金負債 29 6

その他 338 333

固定負債合計 2,162 2,168

負債合計 13,433 14,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,760 1,760

資本剰余金 1,168 1,168

利益剰余金 8,838 10,134

自己株式 △105 △105

株主資本合計 11,661 12,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35 68

評価・換算差額等合計 35 68

少数株主持分 226 264

純資産合計 11,924 13,290

負債純資産合計 25,357 27,409
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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：百万円）

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 23,616

売上原価 18,798

売上総利益 4,818

販売費及び一般管理費 5,651

営業損失（△） △833

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 10

受取賃貸料 61

その他 57

営業外収益合計 135

営業外費用  

支払利息 16

不動産賃貸費用 38

その他 9

営業外費用合計 64

経常損失（△） △762

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 78

投資有価証券評価損 5

特別損失合計 84

税金等調整前四半期純損失（△） △846

法人税等 225

少数株主損失（△） △36

四半期純損失（△） △1,034

三洋工業株式会社(5958)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－7－



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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 販売及び生産の状況

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)

販売実績 

(百万円)

生産実績 

（百万円）

金属下地材 14,462 5,096

アルミ建材製品 5,017 1,069

ネジ及び特殊釘類 1,047 627

換気製品 907 323

その他 2,181 198

合計 23,616 7,315

(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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(１)（要約）前四半期連結損益計算書 

                       (単位:百万円) 

 
  

 
  

「参考」

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

売上高 23,992

売上原価 18,780

 売上総利益 5,211

販売費及び一般管理費 5,532

 営業利益 △ 321

営業外収益 129

営業外費用 59

 経常利益 △ 251

特別利益 140

特別損失 10

 税金等調整前四半期純利益 △ 121

 法人税、住民税及び事業税 56

 法人税等調整額 △ 96

 少数株主利益 △ 2

 四半期純利益 △ 78

(２)販売実績
     (単位:百万円)

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）

金属下地材 14,417

アルミ建材製品 5,310

ネジ及び特殊釘類 958

換気製品 853

その他 2,452

合計 23,992

(３)生産実績
       (単位:百万円)

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）

金属下地材 5,236

アルミ建材製品 1,286

ネジ及び特殊釘類 473

換気製品 281

その他 223

合計 7,501
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