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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 2,816 ― 209 ― 12 ― △22 ―
20年3月期第3四半期 2,902 0.7 84 △62.0 106 △65.3 39 △82.3

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 △856.76 ―
20年3月期第3四半期 1,470.03 ―

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 5,529 3,633 65.5 138,265.64
20年3月期 5,705 3,845 65.8 140,871.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,622百万円 20年3月期  3,753百万円

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 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,500.00 2,500.00

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  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 3,930 4.4 292 189.0 292 ― 161 ― 6,042.41

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）  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) 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 
１．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざま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 1 社 （社名 ランドウォーカー株式会社 ） 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  27,200株 20年3月期  27,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,004株 20年3月期  555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  26,468株 20年3月期第3四半期  27,154株

-1-



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のわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機により、

企業業績と個人消費の落ち込みが加速し、景気の悪化が鮮明となりました。

　当業界におきましても、依然として厳しい経営環境が続きましたが、一方、介護保険サービス市場において、介護

保険法による福祉用具の貸与件数は平成20年10月審査分で約46万件（厚生労働省「介護給付費調査実態月報」）、前

年同月比108.1％となっております。また、障害者用車いす市場においては、平成18年４月から施行された障害者自立

支援法の影響により、車いす等補装具の交付件数は落ち込んでおりましたが、回復基調にあります。

　このような環境において、当社グループは主力製品の拡販、新製品発売及び新規のＯＥＭ製品を４種類発売し、業

容の拡大と収益の確保を図ってまいりました。

　なお、前連結会計年度末に時価評価による評価損を計上した長期為替予約については、当第３四半期末の時価の洗

替により128百万円の評価損が発生いたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高2,816百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は209百万円（同

147.7％増）、経常利益12百万円（同87.9％減）、四半期純損失22百万円となりました。

  所在地別セグメントの業績は、日本では、売上高2,800百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益279百万円（同

101.8％増）、中国では、売上高806百万円（同31.6％増）、営業損失94百万円となりました。

  なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　

 (１)資産、負債及び純資産の状況

　   当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ175百万円減少し、5,529百万円（前期末比3.1

　 ％減）となりました。これは主として有形固定資産の減少と投資有価証券の減少によるものであります。

 　　負債合計は、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、1,895百万円（前期末比2.0％増）となりました。これ 

   は主に、短期借入金とデリバティブ債務が増加したことによるものであります。

  　 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 211百万円減少し、3,633百万円（前期末比5.5 ％減）となりました。

   これは主に、少数株主持分の減少によるものであります。

 　　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 0.3ポイント減少し、65.5％となりました。

 

 (２)キャッシュ・フローの状況

 　　 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、前連結会計年度末に比べ29百万

　　円増加し、1,145百万円となりました。

      当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）

      当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、163百万円(前年同期は16百万円の使用）

    となりました。これは、たな卸資産の増加217百万円があったものの、売上債権の減少による収入148百万円及

    びデリバティブ評価損128百万円があったことによるものであります。

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

      当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、15百万円（前年同期は92百万円の使用

    ）となりました。これは、主に関係会社出資金の取得による支出35百万円によるものであります。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）

      当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、176百万円（前年同期は227百万円の使

　　用）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出109百万円及び配当金の支払額65百万円によるも 

    のであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、介護保険制度による車いすの貸

　　与件数は徐々にではありますが、増加基調にあります。また、平成20年９月に総務省が発表した65歳以上の高齢

　　者人口は2,800万人を超し、70歳以上人口は2,000万人を超えました。当社は、福祉用具の潜在的需要は拡大基調

　　にあると考えます。

　　　このような背景から当連結会計年度の業績は、おおむね当初の予想通り推移すると見込んでおり、平成20年５

　　月23日に開示いたしました平成21年３月期の連結業績予想（通期）に変更はありません。 
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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）

　第１四半期連結会計期間より、ランドウォーカー株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

 

（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　簡便な会計処理

　当第３四半期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　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。 

（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。

 ①　 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　 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

  たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均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 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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り下げの方法）により算定しております。

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ4,439千円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

 ③　「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」の適用

  第1四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

  なお、これによる損益へ与える影響はありません。
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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 1,177,459 1,142,060 

受取手形及び売掛金 644,373 779,620 

有価証券 10,146 10,117 

商品 8,098 7,743 

製品 442,243 307,521 

原材料 438,501 394,011 

仕掛品 216,704 173,849 

繰延税金資産 31,626 73,372 

その他 127,724 191,930 

貸倒引当金 △1,382 △1,424 

流動資産合計 3,095,496 3,078,802 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 912,441 938,703 

機械装置及び運搬具（純額） 207,101 231,218 

土地 1,028,166 1,028,166 

建設仮勘定 1,381 8,663 

その他（純額） 26,200 35,203 

有形固定資産合計 2,175,291 2,241,954 

無形固定資産   

のれん 76,470 58,560 

その他 16,476 69,683 

無形固定資産合計 92,946 128,244 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,087 128,881 

繰延税金資産 16,446 14,837 

その他 134,745 116,976 

貸倒引当金 △1,504 △4,591 

投資その他の資産合計 165,775 256,102 

固定資産合計 2,434,013 2,626,301 

資産合計 5,529,509 5,705,103 
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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 181,345 193,682 

短期借入金 717,000 666,000 

1年内返済予定の長期借入金 86,352 100,922 

未払法人税等 8,952 8,735 

賞与引当金 21,251 48,583 

デリバティブ債務 140,593 92,826 

その他 111,876 131,612 

流動負債合計 1,267,371 1,242,362 

固定負債   

長期借入金 246,048 349,716 

退職給付引当金 30,440 30,020 

負ののれん 39,140 － 

デリバティブ債務 253,262 177,505 

長期未払金 59,349 59,636 

固定負債合計 628,241 616,878 

負債合計 1,895,613 1,859,241 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550 

資本剰余金 1,516,900 1,516,900 

利益剰余金 688,933 778,222 

自己株式 △95,586 △60,427 

株主資本合計 3,594,796 3,719,245 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,506 △1,237 

為替換算調整勘定 32,715 35,519 

評価・換算差額等合計 27,209 34,282 

少数株主持分 11,890 92,334 

純資産合計 3,633,896 3,845,862 

負債純資産合計 5,529,509 5,705,103 
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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 2,816,012

売上原価 1,623,341

売上総利益 1,192,671

販売費及び一般管理費 983,576

営業利益 209,094

営業外収益  

受取利息 1,641

受取配当金 847

受取家賃 2,836

負ののれん償却額 6,907

その他 7,900

営業外収益合計 20,133

営業外費用  

支払利息 10,404

為替差損 70,992

デリバティブ評価損 128,664

その他 6,205

営業外費用合計 216,266

経常利益 12,960

特別利益  

貸倒引当金戻入額 324

固定資産売却益 2,309

投資有価証券売却益 11,981

特別利益合計 14,615

特別損失  

固定資産除却損 2,658

投資有価証券評価損 5,000

特別損失合計 7,658

税金等調整前四半期純利益 19,917

法人税、住民税及び事業税 8,031

法人税等調整額 43,066

法人税等合計 51,098

少数株主損失（△） △8,503

四半期純損失（△） △22,676
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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 19,917

減価償却費 73,159

のれん償却額 24,272

負ののれん償却額 △6,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,129

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 420

受取利息及び受取配当金 △2,489

支払利息 10,404

為替差損益（△は益） 1,549

デリバティブ評価損益（△は益） 128,664

固定資産売却損益（△は益） △2,309

固定資産除却損 2,658

投資有価証券売却損益（△は益） △11,981

投資有価証券評価損益（△は益） 5,000

売上債権の増減額（△は増加） 148,436

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,923

仕入債務の増減額（△は減少） 6,121

その他 △26,703

小計 121,828

利息及び配当金の受取額 2,489

利息の支払額 △13,810

法人税等の還付額 58,785

法人税等の支払額 △6,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,027

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 △87,657

定期預金の払戻による収入 81,386

有形固定資産の取得による支出 △19,438

無形固定資産の取得による支出 △755

投資有価証券の取得による支出 △2,605

投資有価証券の売却による収入 25,581

関係会社出資金の取得による支出 △35,889

その他投資の売却による収入 24,256

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,122

-4-



（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) 

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） 34,500

長期借入金の返済による支出 △109,693

自己株式の取得による支出 △35,159

配当金の支払額 △65,766

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,418

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,783

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

60,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,145,941

-5-



　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。

（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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から

判断して、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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

日本
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,800,527 15,485 2,816,012 － 2,816,012

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 790,667 790,667 (790,667) －

計 2,800,527 806,153 3,606,680 (790,667) 2,816,012

営業利益又は営業損失（△） 279,372 △94,629 184,743 24,351 209,094

　　　　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．会計処理の方法の変更　

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

      　　【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）の２に記載のとおり、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）を適用し

　　　　ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の

　　　　営業利益が、日本で4,439千円減少しております。　

〔海外売上高〕

　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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。　

 

（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～平成19年12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期

　　　　　第３四半期）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,902,345 100.0

Ⅱ　売上原価  1,848,283 63.7

売上総利益  1,054,062 36.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  969,644 33.4

営業利益  84,418 2.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,627   

２．受取配当金 821   

３．受取家賃 3,405   

４．為替差益 9,397   

５．デリバティブ評価益 15,450   

６．その他 5,225 35,926 1.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 11,121   

２．その他 2,243 13,365 0.5

経常利益  106,979 3.7

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入額 42 42 0.0

税金等調整前四半期純利益  107,021 3.7

法人税、住民税及び事業税 57,439   

法人税等調整額 16,952 74,392 2.6

少数株主損失  △7,288 △0.3

四半期純利益  39,917 1.4

－ 2 －



（２）（要約）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（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期

　　　　　第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前四半期純利益 107,021

２．減価償却費　 74,014

３．のれん償却額 19,612

４．貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,597

５．賞与引当金の増減額（△は減少） △19,447

６．役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000

７．退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,958

８．役員退職慰労引当金の増減額
　　（△は減少）

△615

９．受取利息及び受取配当金 △2,448

10．支払利息　 11,121

11．為替差損益（△は益） △4,576

12．売上債権の増減額（△は増加） 84,832

13．たな卸資産の増減額（△は増加） △124,165

14．仕入債務の増減額（△は減少） △23,700

15．その他　 △5,540

小計 117,663

16．利益及び配当金の受取額　 2,448

17．利息の支払額 △9,453

18．法人税等の支払額 △127,277

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,618

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出　 △9,523

２．定期預金の解約による収入　 21,149

３．有形固定資産の取得による支出 △64,952

４．有形固定資産の売却による収入 20,208

５．無形固定資産の取得による支出　 △11,515

６．非連結子会社株式取得による支出　 △47,500

７．投資有価証券の取得による支出　 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,587

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期

　　　　　第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．短期借入金の純増減額（△は減少）　 △9,000

２．長期借入金の返済による支出　 △124,079

３．自己株式の取得による支出　 △27,916

４．配当金の支払額　 △66,525

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,520

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,876

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △333,849

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,800,736

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,466,886

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

　　　　　　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から

　　　　　判断して、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〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

日本
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,781,027 121,318 2,902,345 ― 2,902,345

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 491,155 491,155 (491,155) ―

計 2,781,027 612,474 3,393,501 (491,155) 2,902,345

営業費用 2,642,618 684,126 3,326,745 (508,817) 2,817,927

営業利益又は営業損失（△） 138,408 △71,652 66,755 (17,662) 84,418

　（注）　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

　　　　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

－ 5 －
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