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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,759 ― △62 ― 7 ― △313 ―
20年3月期第3四半期 3,562 ― 237 ― 279 ― 171 ―

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 △24.93 ―
20年3月期第3四半期 13.65 ―

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 9,085 6,974 76.8 555.61
20年3月期 9,629 7,435 77.2 592.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,974百万円 20年3月期  7,435百万円

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  有   

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 ― 2.00 ― 5.00 7.00
21年3月期 ― 2.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 3,460 △25.7 △167 ― △103 ― △480 ― △38.24

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  13,200,000株 20年3月期  13,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  648,028株 20年3月期  646,250株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  12,553,107株 20年3月期第3四半期  12,555,552株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年11月11日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の具体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想および配当予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性
があります。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界同時進行の経済危機による影響を大きく受けており、

様々な業種において極めて厳しい環境で推移しました。

　 連日、新聞紙上でも各社の工場進出計画や設備投資計画の延期が発表され、企業業績の急ブレーキや社会問題にも

なっている雇用問題の深刻化などが大きく影響し、顧客業界に関連の深い新設住宅着工戸数は、建築基準法の改正

ショックで数十年振りの低水準に陥った前年実績からの浮上を果たせず、また、工作機械受注額や自動車販売台数等

の設備投資並びに個人消費の動向を示す各種指標も、軒並み過去にないほどの急激かつ大幅な落ち込みと、まさに尋

常ならざる状況となっております。

　 さらに、世界規模の金融危機は欧米や日本などの先進国に留まらず、近年成長が著しい新興諸国にも、深刻な影響

を及ぼしており、急速に進展した円高傾向も相まって、輸出環境も近年に比べて大きく悪化しております。

　 このような環境下において、当社の第３四半期累計期間における売上高は、2,759,805千円と期初の予想を下回り、

それに伴い経常利益は7,547千円となり、投資有価証券評価損を計上したこと、また繰延税金資産の一部取り崩しを

行った結果、四半期純損失は313,005千円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　 当第３四半期末における総資産は、前期末に比べ543,694千円減少し、9,085,565千円となりました。これは主に、

債権回収等による現金及び預金が675,848千円増加したものの、受取手形及び売掛金が658,003千円、繰延税金資産の

一部取り崩しなどによる投資その他の資産が561,664千円それぞれ減少したことなどによるものであります。

　 負債につきましては、前期末に比べ81,849千円減少し、2,111,518千円となりました。これは主に、その他に含ま

れている前受金が64,519千円増加した一方、賞与引当金及び役員賞与引当金が111,443千円、支払手形及び買掛金が

43,320千円それぞれ減少したことなどによるものであります。

　 また、純資産につきましては、前期末に比べ461,844千円減少し、6,974,046千円となり、自己資本比率は76.8%と

なりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　 今後の業績見通しにつきましては、現在、まさに百年に一度とも未曾有とも言われる経済危機が、急速かつ深刻に

世界規模において波及しており、先進国のみならず新興諸国に至るまで、企業規模の大小に関わらず、おびただしい

数の企業が破綻に追い込まれるなど、国内外とも予断を許さない状況が続くものと思われます。

　 このような経営環境のもと、当社は地球環境保護に寄与出来得る各種木工機械や、各種業界の新たなニーズにマッ

チした魅力ある工作機械の開発並びに拡販に努めておりますが、国内・海外を問わず、前述のような経済危機が顧客

の業績に深刻な影響を与えており、そのため当社製品に関わる設備投資意欲が著しく減退しており、通期での売上・

利益につきましては、第２四半期末決算発表時点(平成20年11月11日)の各数値より、それぞれ下回るものと予想して

おります。

　 なお、業績予想に関する事項につきましては、本日、平成21年2月10日公表の「業績予想および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　        ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　　　　当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化がないと認められ

るため、前事業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３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前事業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出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ましては、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）四半期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

　①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　　　　　②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「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、主として個別法による原価法（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、当第３四半期累計期間の営業損失は5,405千円増加し、経常利益は同額減少し、税引前四半期純

損失は同額増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,160,977 3,485,128

受取手形及び売掛金 570,689 1,228,693

有価証券 126,480 100,130

製品 318,915 524,798

原材料 258,783 247,621

仕掛品 314,895 142,256

その他 91,128 80,032

貸倒引当金 △720 △1,457

流動資産合計 5,841,148 5,807,203

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,103,242 1,103,242

その他（純額） 387,911 402,722

有形固定資産合計 1,491,154 1,505,965

無形固定資産 4,685 5,849

投資その他の資産   

投資有価証券 972,887 1,151,567

その他 780,450 1,163,825

貸倒引当金 △4,760 △5,150

投資その他の資産合計 1,748,577 2,310,241

固定資産合計 3,244,416 3,822,056

資産合計 9,085,565 9,629,259
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 411,682 455,002

未払法人税等 464 4,283

賞与引当金 27,730 112,893

役員賞与引当金 － 26,280

その他 364,237 263,922

流動負債合計 804,114 862,383

固定負債   

退職給付引当金 1,082,547 1,113,215

役員退職慰労引当金 224,857 217,770

固定負債合計 1,307,404 1,330,985

負債合計 2,111,518 2,193,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 660,000 660,000

資本剰余金 411,311 411,311

利益剰余金 6,026,856 6,427,737

自己株式 △206,368 △206,007

株主資本合計 6,891,799 7,293,040

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,247 142,850

評価・換算差額等合計 82,247 142,850

純資産合計 6,974,046 7,435,891

負債純資産合計 9,085,565 9,629,259
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,759,805

売上原価 2,015,752

売上総利益 744,052

販売費及び一般管理費 806,564

営業損失（△） △62,511

営業外収益  

受取利息 14,798

受取配当金 14,889

投資有価証券評価差益 4,164

違約金収入 17,918

その他 18,973

営業外収益合計 70,744

営業外費用  

支払利息 346

売上割引 162

その他 177

営業外費用合計 686

経常利益 7,547

特別利益  

投資有価証券売却益 3,090

その他 736

特別利益合計 3,826

特別損失  

固定資産除却損 6,130

投資有価証券評価損 51,246

会員権評価損 747

特別損失合計 58,124

税引前四半期純損失（△） △46,750

法人税、住民税及び事業税 1,394

法人税等調整額 264,860

法人税等合計 266,255

四半期純損失（△） △313,005
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,562,691

Ⅱ　売上原価 2,384,608

売上総利益 1,178,082

Ⅲ　販売費及び一般管理費 940,819

営業利益 237,263

Ⅳ　営業外収益 53,932

Ⅴ　営業外費用 12,187

経常利益 279,008

Ⅵ　特別利益 3,976

Ⅶ　特別損失 4,151

税引前四半期純利益 278,832

税金費用 107,516

四半期純利益 171,316
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