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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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12月期第3四半期 9,118 ― 553 ― 762 ― 527 ―
20年12月期第3四半期 13,100 △6.8 1,560 △27.7 1,516 △32.5 928 △32.9

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12月期第3四半期 20.73 ―
20年12月期第3四半期 36.37 ―

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12月期第3四半期 38,497 36,892 91.7 1,387.03
20年12月期 38,655 36,998 91.4 1,388.82

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  35,299百万円 20年12月期  35,345百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 13,200 △18.8 650 △65.1 750 △57.7 500 89.4 19.65
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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）  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) 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。 

(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.業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業
績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 26,312,402株 20年12月期  26,312,402株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  862,783株 20年12月期  862,038株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 25,449,992株 20年12月期第3四半期 25,518,655株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は昨年の米大手証券リーマンブラザーズの破綻を契機とする金融危

機から、各国政府の緊急経済対策による景気の下支えや企業各社の在庫調整の進展により徐々に回復の兆しがある

ものの、経済の自律的回復には時間を要すると思われることや不安定な雇用情勢、基軸通貨であるドルへの不安等

引き続き不透明な状況にあります。 

このような経営環境の中、当社グループにおいては、電機、自動車業界を中心に受注の確保を進めると共に新製

品の開発を鋭意進めており、将来的な増産に向けた新工場の稼動と、ＭＥＭＳ技術を利用した生産体制を早期に確

立させるための研究所を稼動させております。 

その結果、自動車業界向けの受注が徐々に回復したものの、他の業界向けの受注回復は緩やかであり、当第３四

半期連結累計期間の当社グループの売上高は 百万円となりました。利益面では鋭意固定費の削減、費用の圧縮

などに努めて参りましたが、売上高の減少、新規設備の稼動による減価償却費の増加の影響から営業利益は 百万

円となりました。経常利益は受取利息等の収入等から 百万円、四半期純利益は 百万円となりました。 

   

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,826百万円減少し 百万円とな

りました。その主な要因は、在庫圧縮の進展によりたな卸資産が994百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が

797百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,667百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は提出会社で

の研究所工場棟建物完成により建物及び構築物が1,644百万円増加したことなどによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ52百万円減少し 百万円となりました。その主な要因は買掛金が130百

万円減少したこと未払金が124百万円増加したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計期間末に比べ106百万円減少し 百万円となりました。その主な要因は評価換算差

額等が36百万円減少したこと、少数株主持分が59百万円減少したことなどによります。 

当第３四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益 百万円、たな卸資産の減少額

百万円等により 百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増額2,982百万円、有価証券の売却による収入

百万円、提出会社での工場完成等による有形固定資産の取得による支出 百万円等により 百万円の支

出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、親会社による配当金の支払額 百万円等により 百万円

の支出となりました。 

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は 百万円減少し 百

万円となりました。 

  

平成21年８月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

該当事項はありません。   

   

（簡便な会計処理） 

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出に関して、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

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。 

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

9,118

553

762 527

２．連結財政状態に関する定性的情報

25,396

13,101

1,604

36,892

826

990 2,837

2,323 2,291 2,926

509 641

741 6,724

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）

（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
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③ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異がある場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債務

を相殺消去しております。取引金額に差異がある場合で、当該差異に重要性が乏しい場合には、親会社にあわ

せる方法により相殺消去しております。 

④ 未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引にかかる損益率を合理的に見積もっ

て計算しております。 

  

（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。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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」の適用 

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日公表分）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として移動平均法による低価法から主として

移動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下げの方法）に変更してお

ります。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 

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 

「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）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。 

なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

④ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る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））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

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によっております。 

  

（追加情報）  

重要な減価償却資産の減価償却方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、有形固定資産の耐用年

数を見直した結果、機械装置について耐用年数を変更しております。なお、この変更に伴う当第３四半期連結

累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,082 13,844

受取手形及び売掛金 3,665 4,463

有価証券 1,834 4,155

商品 121 94

製品 1,149 1,665

原材料 845 965

仕掛品 1,206 1,630

貯蔵品 74 37

その他 422 373

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 25,396 27,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,265 3,620

機械装置及び運搬具（純額） 2,020 1,756

土地 2,634 2,562

建設仮勘定 258 581

その他（純額） 248 283

有形固定資産合計 10,427 8,805

無形固定資産   

その他 484 421

無形固定資産合計 484 421

投資その他の資産   

投資有価証券 1,776 1,790

長期貸付金 258 271

その他 589 594

貸倒引当金 △434 △449

投資その他の資産合計 2,189 2,206

固定資産合計 13,101 11,433

資産合計 38,497 38,655
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 760 891

未払法人税等 33 138

引当金 27 24

その他 685 510

流動負債合計 1,507 1,564

固定負債   

引当金 97 91

負ののれん － 1

固定負債合計 97 92

負債合計 1,604 1,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,241 10,241

資本剰余金 12,033 12,033

利益剰余金 15,152 15,160

自己株式 △1,146 △1,146

株主資本合計 36,281 36,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 23

為替換算調整勘定 △994 △968

評価・換算差額等合計 △981 △945

少数株主持分 1,593 1,652

純資産合計 36,892 36,998

負債純資産合計 38,497 38,655
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,118

売上原価 7,146

売上総利益 1,972

販売費及び一般管理費 1,418

営業利益 553

営業外収益  

受取利息 172

受取配当金 4

有価証券売却益 0

負ののれん償却額 1

持分法による投資利益 2

為替差益 27

その他 30

営業外収益合計 240

営業外費用  

休止固定資産減価償却費 29

その他 1

営業外費用合計 30

経常利益 762

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14

補助金収入 51

特別利益合計 65

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 826

法人税、住民税及び事業税 220

法人税等調整額 △19

法人税等合計 200

少数株主利益 98

四半期純利益 527
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（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30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 826

減価償却費 706

負ののれん償却額 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

賞与引当金の増減額（△は減少） 13

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

受取利息及び受取配当金 △177

固定資産除却損 1

補助金収入 △51

為替差損益（△は益） △3

持分法による投資損益（△は益） △2

売上債権の増減額（△は増加） 793

たな卸資産の増減額（△は増加） 990

仕入債務の増減額（△は減少） △132

その他 △62

小計 2,882

利息及び配当金の受取額 253

補助金の受取額 51

法人税等の支払額 △349

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,837

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 △15,491

定期預金の払戻による収入 12,509

有価証券の売却による収入 2,323

有形固定資産の取得による支出 △2,291

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △1

投資有価証券の取得による支出 △88

投資有価証券の売却による収入 98

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,926

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △509

少数株主からの払込みによる収入 20

少数株主への配当金の支払額 △151

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △741

現金及び現金同等物の期首残高 7,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,724
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 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。 

  

 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
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「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20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  13,100

Ⅱ 売上原価  9,867

売上総利益  3,232

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,672

営業利益  1,560

Ⅳ 営業外収益  207

Ⅴ 営業外費用  251

経常利益  1,516

Ⅵ 特別利益  94

Ⅶ 特別損失  27

税金等調整前四半期純利益  1,583

税金費用  462

少数株主利益  193

四半期純利益  928
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前年同四半期 

（平成20年12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  1,583

減価償却費   848

負ののれん償却額   △2

持分法による投資利益   △0

貸倒引当金の減少額   △53

賞与引当金の増加額  54

退職給付引当金の増加額   4

役員退職慰労引当金の増加額   0

受取利息及び受取配当金   △142

固定資産売却益   △43

固定資産売却損   0

固定資産除却損   10

関係会社出資金売却損   3

関係会社出資金評価損   13

売上債権の増加額   △320

たな卸資産の増加額   △539

仕入債務の減少額   △151

その他   121

小計  1,386

利息及び配当金の受取額   197

法人税等の支払額   △598

営業活動によるキャッシュ・フロー  986

Ⅱ 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   △10,787

定期預金の払戻による収入  12,833

有価証券の取得による支出   △1,832

有形固定資産の取得による支出   △1,657

有形固定資産の売却による収入   79

無形固定資産の取得による支出   △7

投資有価証券の取得による支出   △10

その他   18

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,363

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入   0

自己株式の取得による支出   △62

親会社による配当金の支払額   △636

少数株主への配当金の支払額   △323

少数持株の増資引受による収入   29

財務活動によるキャッシュ・フロー  △993

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △127

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △1,498

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,430

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  7,932
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