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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 6,876 ― 325 ― 335 ― 214 ―

20年3月期第3四半期 6,638 7.0 468 46.9 477 59.6 287 62.4

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 26.79 ―

20年3月期第3四半期 35.88 ―

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 7,238 3,315 45.8 413.90
20年3月期 7,266 3,171 43.7 395.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,315百万円 20年3月期  3,171百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

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  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 9,231 103.0 570 95.4 577 95.0 355 98.7 44.39

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  

(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、４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  8,010,000株 20年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  8,010,000株 20年3月期第3四半期  8,010,000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．上記に記載した予想数値は、本資料の提出日現在において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能
性があります。 
２．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。  



  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマンショック、米自動車産業の経営危機など、世界同時不況の

影が実体経済にも波及し、内需の停滞や外需の減速、円高などが各産業の収益環境を悪化させる厳しい状況となって

まいりました。 

このような状況の中、当社は営業部門におきましては、営業活動の基調である直販体制を活かした顧客ニーズの

的確な把握に基づく提案型営業の推進を図って、受注の拡大に努力してまいりました。 

 生産工場及び工事工場におきましては、原材料、素材価格の高騰は落ち着きを見せ始めましたが、引続きコスト

の削減と施工法の効率化ならびに品質の向上に努めてまいりました。 

 また、研究開発などの部門におきましては、各部門や研究関連機関等と連携を図り、既存分野にとどまらず関連

分野への技術開発に鋭意努めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,876百万円、営業利益は325百万円、経常利益は335百万円、第３四

半期累計純利益は214百万円となりました。 

  

各品目別の事業の概況は、次のとおりであります。  

＜工 事 施 工＞ 

 ダイカスト関連工事、プラズマアーク粉体肉盛工事は増加しましたが、当社の主要顧客である鉄鋼業界の減産体

制の影響が出はじめて鉄鋼関連の設備保全工事が減少、また、現地機械加工工事も減少した結果、売上高は3,673百

万円となりました。 

＜溶 接 材 料＞ 

 溶接材料は、製品、商品共に直販体制を生かして新規顧客の拡大及び既存顧客の更なる深耕による販売強化に努

めました結果、製品におきましては当社の主力でありますフラックス入りワイヤが順調に推移し、売上高は637百万

円となりました。一方、商品のアーク棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料は減少し、売上高は896百万円となり、溶

接材料の合計売上高は1,533百万円となりました。 

＜トッププレート＞ 

 コスト低減、品質管理及び製缶技術の優位性を活かし受注拡大に努力しました結果、売上高は799百万円となりま

した。 

＜そ  の  他＞ 

 自動車産業向けのアルミダイカスト関連部品、環境関連装置の受注ならびに化学薬品製造装置の部品の受注が増

加した結果、売上高は868百万円となりました。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 



  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、7,238百万円となり前事業年度末に比べ27百万円の減少となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べて131百万円増加し5,046百万円となりました。これは主に、有価証券292百万円

の減少があったものの、売上債権276百万円、たな卸資産140百万円がそれぞれ増加したことによるものでありま

す。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて158百万円減少し2,192百万円となりました。これは主に、建物89百万円、ソ

フトウェア46百万円がそれぞれ増加したものの、建設仮勘定41百万円、投資有価証券223百万円がそれぞれ減少した

ことによるものであります。 

 流動負債は、前事業年度末に比べて59百万円減少し2,813百万円となりました。これは主に、仕入債務210百万

円、短期借入金100百万円、預り金40百万円がそれぞれ増加したものの、賞与引当金131百万円、未払法人税等149百

万円、未払金51百万円、設備関係未払金50百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて110百万円減少し1,109百万円となりました。これは主に、退職給付引当金95

百万円、リース債務15百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べて143百万円増加し3,315百万円となりました。これは当第３四半期累計会計期間

に214百万円の四半期純利益を計上したのに対し、配当金の支払56百万円、有価証券評価差額金の減少14百万円があ

ったことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ243百万円減少し、995百万円とな

りました。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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純利益362百万円に減価償却費の計上192百万

円、仕入債務の増加210百万円などの資金増加要因があったものの、賞与引当金の減少131百万円、退職給付引当金

の減少95百万円、売上債権の増加276百万円、たな卸資産の増加140百万円、法人税等の支払201百万円があり、93

百万円の支出となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入200百万円、有形固定資産

の売却による収入11百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出327百万円、無形固定資産の取得によ

る支出59百万円により、178百万円の支出となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金による収入100百万円に対し、リース債務の返

済による支出16百万円、配当金の支払による支出56百万円により、27百万円の収入となりました。  

  

 売上高、利益につきましては、当初の計画通りに推移するものと考えており、現時点におきましては、平成20年

５月15日に発表の業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には速やかに

開示いたします。   

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 



   

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し帳簿たな卸により算定してお

ります。 

また、たな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、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。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

「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）を当第１四半期会計期間か

ら適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については、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。 

これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益、及び税引前四半期純利益は、それぞれ2,637

千円減少しております。 

  

① 機械及び装置の耐用年数の変更 

従来、機械及び装置の耐用年数として11年から15年を採用しておりましたが、平成20年度の税制改正を契

機として使用の状況及び年数を見直した結果、当第１四半期会計期間からその耐用年数を10年に変更してお

ります。 

この変更により、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益、及び税引前四半期純利益は、それぞれ

23,788千円減少しております。 

② 退職給付引当金 

当社は、確定拠出年金の施行に伴い、平成20年５月に適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は特別利益として43,003千円計上しております。  

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 

（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 

（３）追加情報 



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 639,174 590,596

受取手形及び売掛金 2,614,469 2,337,500

有価証券 356,106 648,676

商品及び製品 755,181 683,775

半成工事 406,140 341,394

原材料及び貯蔵品 134,390 126,710

その他 145,299 187,824

貸倒引当金 △4,165 △1,255

流動資産合計 5,046,597 4,915,224

固定資産   

有形固定資産 1,800,126 1,761,693

無形固定資産 100,523 54,493

投資その他の資産 291,454 534,616

固定資産合計 2,192,104 2,350,804

資産合計 7,238,702 7,266,029

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,176,887 1,966,551

設備関係支払手形 32,815 65,675

短期借入金 300,000 200,000

未払法人税等 9,957 159,778

賞与引当金 75,647 207,466

その他 218,549 274,281

流動負債合計 2,813,856 2,873,753

固定負債   

退職給付引当金 377,136 472,561

その他 732,407 747,958

固定負債合計 1,109,543 1,220,519

負債合計 3,923,400 4,094,273



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,433,081 2,274,590

株主資本合計 3,312,706 3,154,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,596 17,540

評価・換算差額等合計 2,596 17,540

純資産合計 3,315,302 3,171,755

負債純資産合計 7,238,702 7,266,029



（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 6,876,096

売上原価 5,257,779

売上総利益 1,618,317

販売費及び一般管理費 1,293,143

営業利益 325,173

営業外収益  

受取利息及び配当金 5,150

スクラップ売却収入 3,753

その他 8,020

営業外収益合計 16,924

営業外費用  

支払利息 5,903

その他 958

営業外費用合計 6,861

経常利益 335,236

特別利益  

固定資産売却益 1,789

退職給付制度改定益 43,003

特別利益合計 44,793

特別損失  

固定資産除却損 17,306

特別損失合計 17,306

税引前四半期純利益 362,723

法人税、住民税及び事業税 55,396

法人税等調整額 92,767

法人税等合計 148,163

四半期純利益 214,560



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,302,489

売上原価 1,762,532

売上総利益 539,956

販売費及び一般管理費 419,616

営業利益 120,339

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,356

スクラップ売却収入 835

その他 3,317

営業外収益合計 5,509

営業外費用  

支払利息 1,833

その他 320

営業外費用合計 2,153

経常利益 123,695

特別損失  

固定資産除却損 16,437

特別損失合計 16,437

税引前四半期純利益 107,257

法人税、住民税及び事業税 6,806

法人税等調整額 37,279

法人税等合計 44,085

四半期純利益 63,172



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 362,723

減価償却費 192,434

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,910

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,819

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,702

退職給付引当金の増減額（△は減少） △95,424

受取利息及び受取配当金 △5,150

支払利息 5,903

有形固定資産売却損益（△は益） △1,789

有形固定資産除却損 17,306

売上債権の増減額（△は増加） △276,969

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,298

仕入債務の増減額（△は減少） 210,335

未払金の増減額（△は減少） △51,314

その他 11,725

小計 109,274

利息及び配当金の受取額 7,191

利息の支払額 △5,867

法人税等の支払額 △201,336

長期預り金の返還による支払額 △2,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,059

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △2,620

投資有価証券の売却による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △327,309

有形固定資産の売却による収入 11,167

無形固定資産の取得による支出 △59,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,475

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

リース債務の返済による支出 △16,387

配当金の支払額 △56,070

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,992

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 995,280



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  

科目 

前第３四半期累計期間 
（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  6,638,613

Ⅱ 売上原価  4,941,722

売上総利益  1,696,891

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,228,476

営業利益  468,415

Ⅳ 営業外収益  15,915

Ⅴ 営業外費用  6,992

経常利益  477,338

Ⅵ 特別利益  33,826

Ⅶ 特別損失  17,217

税引前四半期（当期）純利益  493,947

法人税、住民税及び事業税  173,367

法人税等調整額  33,221

四半期（当期）純利益  287,359



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期（当期）純利益  493,947

減価償却費  132,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △626

賞与引当金の増減額（△は減少）  △67,098

退職給付引当金の増減額（△は減少）  7,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △7,101

受取利息及び受取配当金  △6,986

支払利息  5,782

投資有価証券売却益  △33,200

有形固定資産除却損  11,092

売上債権の増減額（△は増加）  111,132

たな卸資産の増減額（△は増加）  △69,505

仕入債務の増減額（△は減少）  △42,411

未払金の増減額（△は減少）  △49,535

その他  △6,970

小計  478,737

利息及び配当金の受取額  9,206

利息の支払額  △5,729

法人税等の支払額  △207,181

長期預り金の返還による支払額  △856

営業活動によるキャッシュ・フロー  274,177

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出  △1,706

投資有価証券の売却による収入  165,000

有形固定資産の取得による支出  △203,856

無形固定資産の取得による支出  △36,976

投資活動によるキャッシュ・フロー  △77,539



  

  

  
前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

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（△は減少）  △150,000

配当金の支払額  △64,080

財務活動によるキャッシュ・フロー  △214,080

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少）  △17,442

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,187,948

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,170,506
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