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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 7,368 ― 563 ― 709 ― 156 ―

20年3月期第3四半期 8,874 9.0 1,097 119.8 1,355 120.0 540 12.7

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 8.16 ―

20年3月期第3四半期 28.09 ―

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 25,660 22,978 83.4 1,112.51
20年3月期 27,854 23,620 79.3 1,148.46

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  21,400百万円 20年3月期  22,097百万円

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 ― 7.00 ― 13.00 20.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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 11,200 △17.7 950 △53.9 1,100 △53.4 380 △41.3 19.75

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  

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) 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） 

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。  

(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.上記予想は本資料の発表日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。
なお、平成20年11月14日に公表いたしました平成21年3月期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年2月12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。 
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 19,332,057株 20年3月期 19,332,057株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 95,579株 20年3月期 91,210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 19,238,629株 20年3月期第3四半期 19,244,016株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の後
退等の影響から、国内企業においても企業収益が減少し設備投資抑制や生産調整による雇用不安など、急
速な後退局面を迎えました。 
このような環境の中、当社グループは、受注時点での採算重視の徹底と生産性・効率性の追求による採
算の改善等、業績の向上に懸命の努力を注いでまいりましたが、好調であった前年同期水準からは厳しい
結果となりました。 
すなわち、売上高は7,368百万円と前年同期比17.0％の減収となりました。部門別では、舞台機構部門
で大型物件が完工をみたことをはじめ、昇降機部門や修理保守部門も堅調に推移いたしましたものの、前
年好調であった遊戯機械部門が低調でした。 
利益面につきましては、売上高の減少に伴い営業利益563百万円（前年同期比48.6％減）経常利益709百
万円（同47.6％減）と前年同期に比し減益になりました。 
四半期純利益は、当社福知山工場及び同独身寮等の売却による固定資産売却益506百万円を特別利益と
して計上したものの、世界同時不況による株価下落により投資有価証券評価損535百万円を特別損失とし
て計上したことなどにより、156百万円（同71.0％減）と前年同期を大幅に下回る結果となりました。 
  なお、前年同期比増減率につきましては参考として記載しております。 
  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ、549百万円減少し12,670百万円となりました。こ
れは主に、有価証券で849百万円及び仕掛品で340百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,932百
万円減少したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少し12,989百万円
となりました。これは主に、当社福知山工場売却に伴う有形固定資産417百万円及び投資有価証券1,330百
万円の減少によるものです。 
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ2,194百万円減少し25,660百万円となりました。 
負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べて1,242百万円減少し1,490百万円となりました。こ
れは主に、支払手形及び買掛金693百万円及び未払法人税等466百万円の減少によるものであります。固定
負債は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少し1,191百万円となりました。 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ1,552百万円減少し2,681百万円となりました。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ642百万円減少の22,978百万円となりました。これは主に、配当金
の支払やその他有価証券評価差額金465百万円の減少によるものです。 
（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。）の残高は、5,147百
万円となり、前連結会計年度末に比べ1,036百万円減少いたしました。 
各キャッシュ・フローの状況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） 
営業活動の結果得られた資金は928百万円となりました。これは主に、売掛債権の回収による収入1,932
百万円があったことと、法人税等の支払933百万円があったためであります。 
（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1,542百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収
入955百万円があったものの、定期預金の預入による支出1,000百万円(純額)、債券等の取得による支出
1,050百万円(純額)及び有形固定資産の取得による支出440百万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） 
財務活動の結果使用した資金は、423百万円となりました。これは主に、配当金支払によるものであり
ます。 
  

世界規模での景気後退懸念が強まる中、国内におきましても更に厳しい局面を迎えるものと予想されま
す。 
 このような状況の中で、通期業績の見通しにつきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」に記載のとおり、投資有価証券評価損を当第3四半期に特別損失として計上したことに伴い、平成
21年3月期の連結業績予想を修正しております。 
  
  

該当事項はありません。 
  

・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

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)
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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定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税金費用の計算 
 当連結会計年度末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する方法を採用しております。 
④原価差異の繰延処理 
  操業度等の季節的な変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消  
 が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債に繰延べております。 
  

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が4,559千円、経常利 
 益が4,559千円、税金等調整前四半期純利益が4,559千円それぞれ減少しております。 

  

  

(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

(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：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 6,659,609 6,497,946

受取手形及び売掛金 1,639,353 3,571,684

有価証券 2,516,877 1,667,133

仕掛品 1,118,422 778,190

原材料及び貯蔵品 309,957 318,207

その他 426,101 388,339

貸倒引当金 △134 △1,891

流動資産合計 12,670,187 13,219,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,368,556 1,740,863

土地 2,615,073 2,812,737

その他（純額） 640,800 2,488,753

有形固定資産合計 6,624,430 7,042,355

無形固定資産   

ソフトウエア 57,833 66,577

その他 13,971 13,971

無形固定資産合計 71,805 80,549

投資その他の資産   

投資有価証券 4,372,932 5,703,853

その他 1,933,623 1,822,554

貸倒引当金 △12,881 △13,994

投資その他の資産合計 6,293,674 7,512,414

固定資産合計 12,989,910 14,635,319

資産合計 25,660,098 27,854,930

4



（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 481,249 1,175,242

未払法人税等 － 466,919

前受金 446,724 403,470

賞与引当金 172,213 284,961

役員賞与引当金 － 24,000

工事損失引当金 30,805 12,079

その他 359,048 365,531

流動負債合計 1,490,041 2,732,206

固定負債   

退職給付引当金 702,012 756,897

長期未払金 379,801 462,477

その他 109,714 282,443

固定負債合計 1,191,528 1,501,819

負債合計 2,681,570 4,234,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,989,057 2,989,057

利益剰余金 15,123,520 15,351,320

自己株式 △66,645 △63,200

株主資本合計 21,297,212 21,528,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 103,653 568,933

評価・換算差額等合計 103,653 568,933

少数株主持分 1,577,662 1,523,514

純資産合計 22,978,527 23,620,905

負債純資産合計 25,660,098 27,854,930
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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 7,368,791

売上原価 5,115,975

売上総利益 2,252,815

販売費及び一般管理費 1,688,914

営業利益 563,901

営業外収益  

受取利息 27,750

受取配当金 57,076

保険配当金 37,813

その他 27,268

営業外収益合計 149,909

営業外費用  

支払利息 484

支払手数料 1,891

その他 1,761

営業外費用合計 4,137

経常利益 709,672

特別利益  

固定資産売却益 506,581

貸倒引当金戻入額 2,869

特別利益合計 509,451

特別損失  

投資有価証券評価損 535,846

固定資産除却損 708

たな卸資産廃棄損 1,237

出資金評価損 1,000

事務所移転費用 37,088

支払補償金 501

特別損失合計 576,382

税金等調整前四半期純利益 642,741

法人税等 387,630

少数株主利益 98,120

四半期純利益 156,991
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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 642,741

減価償却費 230,412

ソフトウエア償却費 18,109

長期前払費用償却額 4,003

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 18,726

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,884

長期未払金の増減額（△は減少） △82,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,869

受取利息及び受取配当金 △84,826

支払利息 484

出資金評価損 1,000

たな卸資産廃棄損 1,237

投資有価証券評価損益（△は益） 535,846

固定資産売却損益（△は益） △506,581

固定資産除却損 708

売上債権の増減額（△は増加） 1,932,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △333,219

仕入債務の増減額（△は減少） △714,799

前受金の増減額（△は減少） 43,253

その他の資産の増減額（△は増加） △36,165

その他の負債の増減額（△は減少） 49,186

未払消費税等の増減額（△は減少） 250,821

小計 1,776,089

利息及び配当金の受取額 86,383

利息の支払額 △484

法人税等の支払額 △933,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,423
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（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) 

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 △1,743,374

定期預金の払戻による収入 743,365

有価証券の取得による支出 △1,200,185

有価証券の売却による収入 449,669

投資有価証券の取得による支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △440,336

有形固定資産の売却による収入 955,230

無形固定資産の取得による支出 △10,101

貸付けによる支出 △4,590

貸付金の回収による収入 8,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,542,020

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △3,445

配当金の支払額 △383,944

少数株主への配当金の支払額 △36,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,036,985

現金及び現金同等物の期首残高 6,184,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,147,801
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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） 
    該当事項はありません。 

（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） 
全セグメントの連結売上高の合計、営業利益の合計額に占める製造業の割合がいずれも90％を超える
ため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  
（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） 
本国以外の国または地域に所在する支店・営業所及び連結子会社はないため、記載を省略しておりま
す。 

  

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） 

    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) セグメント情報

(6) 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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 要約四半期損益計算書 

「参考」

前第３四半期連結累計期間に係る財務諸表

科  目

前四半期

（平成20年3月期
第3四半期）

金  額

Ⅰ 売上高 8,874,112

Ⅱ 売上原価 6,165,964

売 上 総 利 益 2,708,148

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,610,390

営 業 利 益 1,097,758

Ⅳ 営業外収益 286,711

Ⅴ 営業外費用 29,224

経 常 利 益 1,355,245

Ⅵ 特別利益 17,705

Ⅶ 特別損失 179,715

税金等調整前四半期純利益 1,193,235

税金費用 530,361

少数株主利益 122,268

四半期純利益 540,606

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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