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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 19,142 ― 677 ― △229 ― △615 ―
20年3月期第3四半期 25,011 △9.0 2,830 △25.2 2,896 △19.5 2,083 △7.4

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 △13.78 ―
20年3月期第3四半期 46.62 ―

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 34,573 10,958 31.7 245.54
20年3月期 38,068 13,138 34.5 294.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,958百万円 20年3月期  13,138百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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  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 27,620 △24.6 1,060 △76.9 170 △95.8 △320 ― △7.17

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 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点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可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。  

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  47,178,956株 20年3月期  47,178,956株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,547,530株 20年3月期  2,503,043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  44,656,625株 20年3月期第3四半期  44,697,512株



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱による

世界経済悪化や急激な円高の影響を受け、設備投資及び個人消費が失速し、景気は急速な後退局面に入りました。 

 海外におきましても、同様の理由から世界的に景気の減速感が強まるなど、当社グループを取り巻く経営環境は

一層厳しい状況にあります。 

 このような状況の中で当社グループは、生産性の向上を推し進めると共に、国内外の生産拠点の連携を強化し、

海外での販売と顧客サービスの強化などに重点を置き取り組んでまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は19,142百万円となり、営業利益は677百万円を計上しました。しかし

ながら、急激な為替変動の影響により、為替差損を608百万円計上したことなどから、経常損失は229百万円となり

ました。また、四半期純損失は、急激な景気減速により課税所得が減少する見込みとなったことに伴い、回収可能

性が見込めなくなった繰延税金資産を取り崩したことなどにより、615百万円となりました。 

 （1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して3,494百万円減少し、34,573百万円とな

りました。内訳については、流動資産は前期末比2,676百万円減少の22,524百万円、固定資産は817百万円減少の

12,048百万円です。 

 流動資産の減少は、主に売上高の減少に伴って受取手形及び売掛金が4,210百万円減少した一方で、当連結会計

年度末に集中している出荷に備えて、たな卸資産が1,922百万円増加したことによるものです。固定資産の減少

は、主に在外子会社の有形固定資産が為替変動等により820百万円減少したことによるものです。 

 当第３四半期連結累計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,314百万円減少し、23,614百万円

となりました。この減少は、主に賞与引当金が253百万円、未払法人税等が640百万円減少したことによるもので

す。 

 また、純資産は、前連結会計年度末と比較して2,179百万円減少し10,958百万円となりました。この減少は、主

に利益剰余金の減少1,457百万円及び円高に伴う為替換算調整勘定の控除額の増加700百万円によるものです。 

 これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.5％から31.7％となりました。 

  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比較して627百万円減少し、3,820百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、796百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加2,452百万円並び

に法人税等の支払い1,216百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少により資金が4,058百万円増加

したことによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、601百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によ

るものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、587百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによるものです。 

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済動向につきましては、各国政府の経済対策の効果が直ちに市場に浸透するとは考えられず、需要が回

復するには一定の時間を要すると考えられます。 

 このような中で当社グループは、受注を確保すべく、業種を選択したアプローチを行うなど、効率を重視した販

売活動に注力しております。また、コスト削減や経費削減を進める共に、組織的連携を蜜にし内製化を高めるな

ど、利益確保に向けた対策の実施及び計画を進めております。しかしながら、当社グループを取り巻く急激な環境

の変化に対応が追いつかない状況が見込まれます。 

  そこで、平成20年11月12日に発表しました平成21年３月期連結業績予想を変更し、売上高27,620百万円、営業利

益1,060百万円、経常利益170百万円、当期純損失320百万円に修正しております。  



 該当事項はありません。  

①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、一部実地たな卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地たな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。  

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 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重

要なものに限定しております。 

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 

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 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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

 ③ 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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 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。 

 これによる当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表及び当第３四半期連結累計期間の四半期

連結損益計算書に与える影響は軽微であります。 

⑤ 当社の機械装置については、第１四半期連結会計期間より、平成20年度の税制改正による法定耐用年数の

変更を機会に経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数の短縮を行っております。これによる当第

３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 

⑥ 役員退職慰労引当金については、従来、当社及び連結子会社３社は役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づき、連結会計年度末要支給額を計上しておりましたが、当社及び連結子会社

２社は各社開催の定時株主総会の日をもって、役員報酬制度見直しの一環として役員退職慰労金制度を廃止

したため、全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分については「長期未払金」へ振替え、固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 

  



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 4,505 5,424

受取手形及び売掛金 7,522 11,733

製品 1,429 1,413

原材料 1,325 1,230

仕掛品 5,948 4,101

貯蔵品 702 738

その他 1,119 595

貸倒引当金 △29 △34

流動資産合計 22,524 25,201

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,898 5,602

その他（純額） 5,938 6,054

有形固定資産合計 10,837 11,657

無形固定資産 77 74

投資その他の資産   

投資有価証券 425 474

その他 729 681

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,133 1,134

固定資産合計 12,048 12,866

資産合計 34,573 38,068

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,380 4,459

短期借入金 6,727 5,899

1年内返済予定の長期借入金 4,133 1,665

未払法人税等 37 678

賞与引当金 100 353

その他 1,501 1,816

流動負債合計 16,882 14,873

固定負債   

長期借入金 4,700 7,999

退職給付引当金 1,129 1,078

役員退職慰労引当金 27 195

その他 875 783

固定負債合計 6,732 10,056

負債合計 23,614 24,929



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 9,254 10,711

自己株式 △1,318 △1,310

株主資本合計 12,816 14,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 18

為替換算調整勘定 △1,862 △1,162

評価・換算差額等合計 △1,857 △1,143

純資産合計 10,958 13,138

負債純資産合計 34,573 38,068



（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 19,142

売上原価 14,084

売上総利益 5,058

販売費及び一般管理費 4,381

営業利益 677

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 7

物品売却益 26

その他 35

営業外収益合計 82

営業外費用  

支払利息 286

為替差損 608

その他 94

営業外費用合計 989

経常損失（△） △229

特別利益  

固定資産売却益 5

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 6

特別損失  

投資有価証券評価損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純損失（△） △252

法人税、住民税及び事業税 120

法人税等調整額 242

法人税等合計 362

四半期純損失（△） △615



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△） △252

減価償却費 861

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △167

賞与引当金の増減額（△は減少） △251

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 286

為替差損益（△は益） 675

投資有価証券評価損益（△は益） 29

売上債権の増減額（△は増加） 4,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,452

その他の資産の増減額（△は増加） △272

仕入債務の増減額（△は減少） △33

長期未払金の増減額（△は減少） 130

その他の負債の増減額（△は減少） △391

その他 47

小計 2,247

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △256

法人税等の支払額 △1,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 796

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 △364

定期預金の払戻による収入 614

有形固定資産の取得による支出 △816

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △601

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） 934

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △1,071

リース債務の返済による支出 △247

配当金の支払額 △452

その他 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627

現金及び現金同等物の期首残高 4,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,820



 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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  



「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 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  25,011

Ⅱ 売上原価  17,601

売上総利益  7,410

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,579

営業利益  2,830

Ⅳ 営業外収益  500

 受取利息  16

 その他  484

Ⅴ 営業外費用  435

 支払利息  362

 その他  72

経常利益  2,896

Ⅵ 特別利益  5

Ⅶ 特別損失  2

税金等調整前四半期純利益  2,899

税金費用  815

四半期純利益  2,083



（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～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（百万円） 

Ⅰ 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  2,899

 減価償却費  825

 売上債権の増減額（増加△）  1,765

 たな卸資産の増減額（増加△）  △1,151

 仕入債務の増減額（減少△）  △2,088

 その他  36

小計  2,287

 法人税等の支払額  △2,244

 その他  △313

営業活動によるキャッシュ・フロー  △270

Ⅱ 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  △1,342

 その他  △68

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,410

Ⅲ 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  2,074

 長期借入金れによる収入  100

 長期借入金の返済による支出  △1,123

 配当金の支払額  △316

 その他  △377

財務活動によるキャッシュ・フロー  357

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  19

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

 △1,305

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,144

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,839
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