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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 6,661 ― 896 ― 868 ― 577 ―

20年3月期第3四半期 6,045 7.7 429 ― 391 ― 272 ―

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 89.59 ―

20年3月期第3四半期 42.26 ―

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 10,180 4,036 39.6 626.26
20年3月期 9,815 3,543 36.1 549.69

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,036百万円 20年3月期  3,543百万円

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 ― 7.50 7.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 2.50

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  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 8,913 7.5 894 10.9 847 12.8 561 0.5 87.16

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、２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、２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、その他の特記事項 
１．平成20年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記予想は、本資料の発表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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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 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  6,627,360株 20年3月期  6,627,360株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  182,392株 20年3月期  181,600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  6,445,126株 20年3月期第3四半期  6,445,760株



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わが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の高騰や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などにより、設備投資や個人消費が伸び悩み、景気の減速感が一層強まってま

いりました。当社グループの主要顧客である鉄構・建設業界は、設備投資の減少と競争激化により、非常に厳しい

状況となってまいりました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは「顧客満足度の向上」を掲げる経営方針に基づき、納期・品質ニー

ズへの対応などお客様第一の施策、さらには、生産の効率化とコスト削減に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は６６億６千１百万円（前年同期比10.2％増）となりました。利

益面につきましてはシャープ株式会社殿堺新工場の物件の受注による量産効果並びに経費削減効果と原料亜鉛価格

の落着きにより、営業利益は８億９千６百万円、経常利益は８億６千８百万円、四半期純利益は５億７千７百万円

となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（資産）　

　流動資産は前連結会計年度末に比べて２億１千９百万円増加し、４５億６百万円となりました。これは主に受取

手形及び売掛金の増加（１億２千５百万円増）及び、棚卸資産の増加（５千万円増）によるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べて１億４千５百万円増加し、５６億７千３百万円となりました。これは主に

機械装置及び運搬具（純額）の増加（１億６千２百万円増）によるものであります。

　（負債）

　流動負債は前連結会計年度末に比べて６千１百万円減少し、２７億７千４百万円となりました。これは主に設備

関係支払手形が増加（２億１千万円増）しましたが、短期借入金の減少（３億６千８百万円減）によるものであり

ます。

　固定負債は前連結会計年度と比べて６千７百万円減少し、３３億６千９百万円となりました。これは主に長期借

入金の減少（５千９百万円減）によるものであります。

　（純資産）

　純資産は前連結会計年度末に比べて４億９千３百万円増加し、４０億３千６百万円となりました。これは主に利

益剰余金の増加（５億２千９百万円増）によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成21年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想

に変更はございません。

 

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　棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結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、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。

　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額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

②　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　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、前連結会計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

ンニングを利用する方法によっております。　
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（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

　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。

 たな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たな卸資産については、従来、製品については、主として個別法による原価法、原

材料については主として後入先出法による低価法によっておりましたが、当第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　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、それぞれ

主として個別法および後入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

（４）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の機械装置については、従来、耐用年数を７年としておりましたが、財務省令第32号「減価償

却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度から適用で

きることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を６年に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 11,722千円減少しております。
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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 899,828 906,800

受取手形及び売掛金 2,776,663 2,650,722

製品 117,078 160,899

原材料 564,567 470,529

繰延税金資産 2,141 20,518

その他 159,713 91,433

貸倒引当金 △13,161 △13,456

流動資産合計 4,506,831 4,287,447

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,353,103 1,401,384

機械装置及び運搬具（純額） 540,762 378,163

土地 2,828,432 2,828,432

建設仮勘定 69,563 19,725

その他（純額） 34,739 24,187

有形固定資産合計 4,826,602 4,651,892

無形固定資産 205,820 211,233

投資その他の資産   

投資有価証券 207,275 233,866

繰延税金資産 8,716 11,071

その他 450,606 443,377

貸倒引当金 △25,595 △23,257

投資その他の資産合計 641,002 665,058

固定資産合計 5,673,424 5,528,184

資産合計 10,180,256 9,815,631



（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 709,112 719,257

短期借入金 916,106 1,284,128

未払費用 83,555 35,459

未払法人税等 142,767 168,182

未払消費税等 53,736 38,209

賞与引当金 35,090 113,044

設備関係支払手形 249,087 38,527

その他 584,985 438,714

流動負債合計 2,774,441 2,835,522

固定負債   

長期借入金 2,374,694 2,434,528

繰延税金負債 7,465 31,552

再評価に係る繰延税金負債 282,416 282,416

退職給付引当金 432,058 429,312

役員退職慰労引当金 272,905 259,076

その他 42 42

固定負債合計 3,369,582 3,436,927

負債合計 6,144,024 6,272,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,958 770,958

資本剰余金 736,261 736,261

利益剰余金 2,149,397 1,620,326

自己株式 △37,596 △37,349

株主資本合計 3,619,020 3,090,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,808 46,581

土地再評価差額金 406,403 406,403

評価・換算差額等合計 417,211 452,985

純資産合計 4,036,231 3,543,181

負債純資産合計 10,180,256 9,815,631



（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 6,661,282

売上原価 4,866,011

売上総利益 1,795,270

販売費及び一般管理費 899,054

営業利益 896,216

営業外収益  

受取利息 955

受取配当金 8,101

スクラップ売却収入 8,390

その他 9,470

営業外収益合計 26,917

営業外費用  

支払利息 52,370

手形売却損 1,207

その他 600

営業外費用合計 54,178

経常利益 868,955

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,337

投資有価証券売却益 20

特別利益合計 2,357

特別損失  

固定資産除売却損 27,323

投資有価証券評価損 15,387

特別損失合計 42,711

税金等調整前四半期純利益 828,601

法人税、住民税及び事業税 230,029

法人税等調整額 21,177

法人税等合計 251,206

四半期純利益 577,394



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 2,270,243

売上原価 1,610,948

売上総利益 659,295

販売費及び一般管理費 298,174

営業利益 361,120

営業外収益  

受取利息 483

受取配当金 1,566

スクラップ売却収入 521

その他 816

営業外収益合計 3,387

営業外費用  

支払利息 16,746

手形売却損 308

その他 300

営業外費用合計 17,355

経常利益 347,152

特別利益  

貸倒引当金戻入額 108

投資有価証券売却益 20

特別利益合計 128

特別損失  

固定資産除売却損 4,382

投資有価証券評価損 15,387

特別損失合計 19,770

税金等調整前四半期純利益 327,511

法人税、住民税及び事業税 70,308

法人税等調整額 21,087

法人税等合計 91,396

四半期純利益 236,115



（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 828,601

減価償却費 188,485

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,953

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,043

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,746

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,829

受取利息及び受取配当金 △9,056

支払利息 52,370

投資有価証券評価損益（△は益） 15,387

固定資産除売却損益（△は益） 27,323

売上債権の増減額（△は増加） △125,941

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,216

仕入債務の増減額（△は減少） △10,145

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,527

その他 99,597

小計 972,599

利息及び配当金の受取額 8,955

利息の支払額 △50,979

法人税等の支払額 △254,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 675,648

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 △138,613

有形固定資産の除却による支出 △13,490

投資有価証券の取得による支出 △43,743

投資有価証券の売却による収入 56

その他 △10,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,458

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） △114,500

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △913,356

自己株式の取得による支出 △247

配当金の支払額 △48,059

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,972

現金及び現金同等物の期首残高 906,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 899,828



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　　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）及び当第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）

　　　　当社連結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別

　　　セグメント情報は記載しておりません。

 

〔所在地別セグメント情報〕

　　　　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）及び当第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）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

〔海外売上高〕

　　　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）及び当第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）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

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 6,045,676

Ⅱ　売上原価 4,852,696

売上総利益 1,192,980

Ⅲ　販売費及び一般管理費 763,742

営業利益 429,237

Ⅳ　営業外収益 24,928

Ⅴ　営業外費用 62,860

経常利益 391,305

Ⅵ　特別利益 3,701

Ⅶ　特別損失 8,774

税金等調整前四半期純利益 386,232

税金費用 113,861

四半期純利益 272,370

－ 2 －



６．その他の情報

　該当事項はありません。

 

－ 3 －
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