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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 31,115 △21.8 △1,576 ― △1,702 ― △2,353 ―
21年3月期第3四半期 39,783 ― 726 ― 756 ― △104 ―

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

22年3月期第3四半期 △56.74 ―
21年3月期第3四半期 △2.51 ―

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

22年3月期第3四半期 65,355 35,590 53.4 840.59
21年3月期 70,247 37,800 52.9 896.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  34,866百万円 21年3月期  37,177百万円

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  
（注）当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 54,000 △12.2 △750 ― △840 ― △4,200 ― △101.25
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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  無  

(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） 

(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．平成21年10月26日に公表しました連結業績予想は修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
 おり、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 41,587,061株 21年3月期  41,587,061株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  108,146株 21年3月期  107,150株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 41,479,627株 21年3月期第3四半期 41,485,399株
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（参考）

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

円 銭

通 期

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　有

 ※　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21年10月26日に公表しました個別業績予想は修正しております。

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

  であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

△ 112.83△ 2,200 － △ 4,680 －46,200 △ 15.7 △ 2,400 －

百万円 ％ 百万円 ％百万円 ％ 百万円 ％

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
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【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 

当第３四半期における我が国の経済は、依然として企業業績が厳しい状況であり、その影響から民間設

備投資や雇用情勢等につきましても引き続き厳しい状況で推移いたしました。 
 

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両部門や連結子会社の売上は増加いたしましたが、航空機シ

ート部門において、昨年 1 月に発覚した耐火性に関する問題に関連し売上が減少したことにより、前年同

期比 32.0％減の 17,205 百万円となりました。 

電気機器関連事業につきましては、照明機器部門が売上減となったものの、情報システム、交通システ

ム両部門および連結子会社が売上増となったことにより、前年同期比 0.3％減の 12,537 百万円となりまし

た。 

住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システム両部門とも売上減となったことにより、前

年同期比 28.2％減の 1,372 百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期における当社グループ全体の売上高は、前年同期比 21.8％減の 31,115 百

万円となりました。 
 

損益につきましては、連結子会社の寄与もありましたが、航空機シートの問題に対応するための費用増

により、営業損失は 1,576 百万円、経常損失は 1,702 百万円となりました。また、航空機シートの納入遅

れに関連した賠償金等を特別損失に計上したことにより、第３四半期純損失は 2,353 百万円となりました。 
 

２．連結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 65,355 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 4,892 百万円の減少と

なりました。増減の主なものは、売掛金の減少 11,636 百万円、たな卸資産の増加 5,646 百万円、買掛金の

減少 3,479 百万円等であります。純資産は 35,590 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 2,209 百万円減

少し、自己資本比率は 53.4％と 0.5 ポイント増加いたしました。 

また、当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による

キャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより 536 百万円の増加となりました。投資活動によるキャ

ッシュ・フローは主に有価証券の売却などにより、525 百万円の増加となりました。財務活動によるキャ

ッシュ・フローは配当金の支払などにより、266 百万円の減少となりました。これらの結果、現金及び現

金同等物の第３四半期末残高は 8,560 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 762 百万円の増加となりま

した。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、以下のとおり修正を行っております。 

売上高につきましては、航空機シート部門で納期遅れがあった他、鉄道部門でも客先都合による納期変

更があったことから従来予想に比べ売上減となる見込みであります。 

利益につきましては、売上減及び航空機シート部門の費用増により営業利益が減益となる他、航空機シ

ートの納入遅れに関連した賠償金等を特別損失に計上したため、当期純利益が減益となる見込みでありま

す。 

（通期） 

 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

前回発表予想（Ａ） 57,000 100 △ 150 △ 700 △ 16.88

今回修正予想（Ｂ） 54,000 △ 750 △ 840 △ 4,200 △ 101.25

増減額（Ｂ－Ａ） △ 3,000 △ 850 △ 690 △ 3,500  －

増減率（％） △ 5.3 － － － －

前期実績 61,476 2,402 2,532 909 21.93
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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） 

該当事項はありません。 

尚、重要な子会社には該当いたしませんが、持分法適用会社であった道路計装㈱は第１四半期連結会計

期間において清算したため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 

（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 

該当事項はありません。 
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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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,140 6,375

受取手形 2,123 3,240

売掛金 11,607 23,243

有価証券 3,897 2,727

製品 4,909 3,219

仕掛品 8,123 4,759

原材料及び貯蔵品 4,546 3,953

繰延税金資産 1,150 1,160

その他 1,937 468

貸倒引当金 △309 △314

流動資産合計 43,127 48,833

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,583 4,796

構築物（純額） 51 57

機械装置及び運搬具（純額） 580 596

工具、器具及び備品（純額） 1,058 1,297

土地 3,059 3,059

建設仮勘定 192 222

有形固定資産合計 9,526 10,030

無形固定資産   

電話加入権 27 27

その他 1,120 901

無形固定資産合計 1,147 928

投資その他の資産   

投資有価証券 4,652 4,901

繰延税金資産 6,294 4,867

その他 634 716

貸倒引当金 △27 △30

投資その他の資産合計 11,554 10,455

固定資産合計 22,228 21,414

資産合計 65,355 70,247
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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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,315 1,637

買掛金 10,117 13,596

短期借入金 1,315 1,315

未払金 149 197

未払費用 2,901 2,709

未払法人税等 157 102

前受金 1,992 876

賞与引当金 928 941

役員賞与引当金 3 －

その他 227 315

流動負債合計 19,106 21,693

固定負債   

長期借入金 2,217 2,198

退職給付引当金 8,043 8,169

役員退職慰労引当金 323 310

長期預り保証金 71 73

その他 2 2

固定負債合計 10,658 10,754

負債合計 29,764 32,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 17,871 20,432

自己株式 △42 △42

株主資本合計 35,255 37,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △363 △656

為替換算調整勘定 △25 17

評価・換算差額等合計 △388 △639

少数株主持分 724 623

純資産合計 35,590 37,800

負債純資産合計 65,355 70,247
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 39,783 31,115

売上原価 33,652 28,141

売上総利益 6,131 2,973

販売費及び一般管理費 5,405 4,550

営業利益又は営業損失（△） 726 △1,576

営業外収益   

受取利息 182 91

受取配当金 39 35

持分法による投資利益 16 －

雑収入 191 97

営業外収益合計 430 224

営業外費用   

支払利息 48 43

持分法による投資損失 － 154

為替差損 315 106

雑損失 36 44

営業外費用合計 400 349

経常利益又は経常損失（△） 756 △1,702

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 6 9

損害賠償金 3 1,705

投資有価証券評価損 － 56

貸倒引当金繰入額 600 －

有価証券売却損 457 －

特別損失合計 1,066 1,771

税金等調整前四半期純損失（△） △212 △3,473

法人税等 △263 △1,326

少数株主利益 155 206

四半期純損失（△） △104 △2,353
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△） △212 △3,473

減価償却費 1,095 1,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 590 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307 △112

賞与引当金の増減額（△は減少） 34 △10

受取利息及び受取配当金 △221 △126

持分法による投資損益（△は益） △16 154

有価証券売却損益（△は益） 458 －

投資有価証券売却損益（△は益） △109 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,778 13,780

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,589 △5,713

仕入債務の増減額（△は減少） △1,352 △3,718

前払費用の増減額（△は増加） △1,136 △834

未払金の増減額（△は減少） △948 △69

その他 254 108

小計 6,318 1,130

利息及び配当金の受取額 221 136

利息の支払額 △48 △33

法人税等の支払額 △329 △697

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,161 536

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,982 △1,395

有価証券の売却による収入 4,333 2,690

有形固定資産の取得による支出 △657 △523

投資有価証券の取得による支出 △3,227 △7

投資有価証券の売却による収入 102 8

その他 △251 △246

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,682 525

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 200 100

短期借入金の返済による支出 △223 △119

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △76 △62

配当金の支払額 △218 △284

その他 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △319 △266

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,131 762

現金及び現金同等物の期首残高 4,838 7,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,970 8,560

小糸工業㈱ （6747） 平成22年3月期 第３四半期決算短信

9



 

 

（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円）

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 25,293 12,578 1,912 39,783 － 39,783

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,276 351 － 2,627 (2,627) －

計 27,570 12,929 1,912 42,411 (2,627) 39,783

営業利益 2,221 143 63 2,427 (1,701) 726

 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円）

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 17,205 12,537 1,372 31,115 － 31,115

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 2,642 325 － 2,967 (2,967) －

計 19,848 12,862 1,372 34,082 (2,967) 31,115

営業利益（△は損失） △ 663 676 △ 34 △ 21 (1,555) △ 1,576
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〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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） 

  日本 
（百万円） 

その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 35,644 4,139 39,783 － 39,783

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

916 55 971 (971) －

計 36,560 4,195 40,755 (971) 39,783

営業利益 1,668 759 2,427 (1,701) 726

 

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 日本 
（百万円） 

その他の地域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 26,663 4,451 31,115 － 31,115

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 948 34 983 (983) －

計 27,612 4,486 32,098 (983) 31,115

営業利益（△は損失） △ 960 938 △ 21 (1,555) △ 1,576

 

〔海外売上高〕 

前第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） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,046 2,484 853 7,383 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    39,783 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.2 6.2 2.1 18.6 

 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,193 1,622 54 4,870 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    31,115 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.3 5.2 0.2 15.7 

  

（6）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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