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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 4,338 2.1 50 ― 23 ― 13 ―
21年3月期第3四半期 4,250 ― △99 ― △183 ― △200 ―

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 △0.03 ―
21年3月期第3四半期 △1.87 ―

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 8,478 2,439 28.8 19.52
21年3月期 8,321 2,423 29.1 19.53

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,439百万円 21年3月期  2,423百万円

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

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

（予想）
0.00 0.00

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  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 9,100 2.4 635 3.9 540 3.4 520 3.5 4.29
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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 
・上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因によ
り上記数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる事項等につきましては、４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
情報をご参照下さい。 

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） 22年3月期第3四半期 116,269,350株 21年3月期  116,269,350株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  225,301株 21年3月期  220,017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 116,045,885株 21年3月期第3四半期 116,073,650株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、政府の補

正予算等景気対策効果などから、一時は昨年来の深刻な景気後退局面に歯止めがかかったとの観測もあり

ましたが、円高とデフレの進行が企業業績の先行きに不透明感を与え、設備投資の落ち込みや個人消費の

低迷で景気の二番底への懸念を払拭できていません。雇用環境の改善も観られず、実体経済は依然として

厳しい状況であります。 

 以上のように厳しい経済情勢下ではありますが、当社グループは政府の補正予算等景気対策を一つのビ

ジネスチャンスとして捕らえ、主力事業の気象防災装置や環境計測装置を中心に積極的な受注・販売活動

を展開しております。又、当連結会計年度は全社一丸の「ハーフコスト活動」や「生産平準化の更なる推

進」を重点施策として取り組んでおり、国内外の市場で十分競争できるような事業基盤の強化に努めてお

ります。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べて87百万円増加

（2.1％増加）し4,338百万円となりました。損益につきましてもそれぞれの利益段階において大幅に改善

し、営業利益は50百万円（前年同四半期は営業損失99百万円）、経常利益は23百万円（前年同四半期は経

常損失183百万円）、四半期純利益は13百万円（前年同四半期は四半期純損失200百万円）といずれも黒字

計上となり、前年同四半期連結累計期間に対し増収増益となりました。 

なお当社グループの業績には季節的変動があり、特に年度末に納期を迎える案件の売り上げ割合が大き

い傾向があります。これを踏まえた業績の進捗及び通期業績の見通しにつきましては、詳しくは、「３．

連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は8,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円増加し

ました。流動資産は5,191百万円となり前連結会計年度末に比べ182百万円増加しました。これは主に仕掛

品の増加1,244百万円、受取手形及び売掛金の減少931百万円によるものです。固定資産は3,286百万円と

なり前連結会計年度末に比べ26百万円減少しました。 

 負債は6,038百万円となり、前連結会計年度末に比べ141百万円増加しました。流動負債は3,725百万円

となり前連結会計年度末に比べ90百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加250百万

円、未払消費税等の減少117百万円によるものです。固定負債は2,313百万円となり前連結会計年度末に比

べ51百万円増加しました。 

純資産は、主として四半期純利益13百万円の計上による株主資本合計の増加12百万円により、前連結会

計年度末に比べ15百万円増加（0.6％増加）し2,439百万円となりました。なお、前連結会計年度末現在の

資本準備金残高4,758百万円は全額を平成21年６月25日開催の当社定時株主総会決議に基づきその他資本

剰余金を経由し繰越利益剰余金に振替えておりますが、本件は「純資産の部」の勘定内の振替えであり、

純資産合計に変動はありません。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（資金）は、期首残高に比べ122百万円減少

し755百万円となりました。（対前年同四半期末比では、17.3％増） 

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、資金は92百万円の減少（対前年同四半期比593百万円の支出の増）となりました。資

金の増加の主な内訳は減価償却費144百万円、売上債権の減少931百万円、仕入債務の増加246百万円であ

り、資金の減少の主な内訳は賞与引当金の減少136百万円及び棚卸資産の増加1,166百万円です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は61百万円減少（対前年同四半期比11百万円の支出の増）となりました。資金の

減少は、主に有形固定資産の取得による支出61百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は30百万円の増加（対前年同四半期比101百万円の収入の減）となりました。資

【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
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金の増減の主な内訳は短期借入金の純増加額50百万円及びリース債務の返済による支出18百万円です。

  

当第３四半期連結累計期間での業績の進捗は、積極的な受注活動と全社一丸のコスト削減活動、更なる

生産平準化への取組み等が奏功し、特に利益の計上におきましては前年を大幅に上回ることとなり、当第

３四半期連結累計期間では13百万円の四半期純利益を計上することができました。 

一方では、第４四半期連結会計期間において他の四半期連結会計期間と比べ多くの売上高計上を見込ん

でおり、この中にはこれから受注が予定されているものや、今後の天候に左右される設置工事案件など依

然不確定要素が一部に含まれております。 

 従って、前述の通り第３四半期連結累計期間までは順調に推移しておりますが、現時点におきましては

平成21年５月14日公表の通期連結業績予想に修正・変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理の適用 

①当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定していま

す。 

②当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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います。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額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっています。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算において、当連結会計年度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。 

 （工事契約に関する会計基準の適用） 

請負契約に基づく製品の製造等に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し

ておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を

第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、進捗部分

について成果の確実性が認められるものについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他については工事完成基準を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は135百万円、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百万円増加しております。 

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

(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 755,094 877,604

受取手形及び売掛金 1,613,091 2,544,687

製品 156,224 139,176

仕掛品 2,120,506 875,822

原材料及び貯蔵品 515,199 610,633

その他 35,582 24,539

貸倒引当金 △3,827 △63,473

流動資産合計 5,191,873 5,008,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 258,744 278,805

機械装置及び運搬具（純額） 97,243 120,362

土地 2,555,836 2,555,836

リース資産（純額） 96,054 74,309

建設仮勘定 36,334 32,884

その他（純額） 189,206 197,836

有形固定資産合計 3,233,419 3,260,035

無形固定資産 8,897 6,538

投資その他の資産   

投資有価証券 700 700

長期貸付金 4,426 5,391

その他 63,027 73,683

貸倒引当金 △24,270 △34,072

投資その他の資産合計 43,883 45,702

固定資産合計 3,286,200 3,312,276

資産合計 8,478,073 8,321,266
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 1,947,672 1,697,111

短期借入金 1,050,000 1,000,000

未払金 74,657 63,852

リース債務 28,989 20,056

未払法人税等 19,970 34,675

未払消費税等 2,790 120,495

受注損失引当金 9,683 66,886

製品保証引当金 149,959 163,972

賞与引当金 110,334 246,828

その他 331,036 221,043

流動負債合計 3,725,093 3,634,923

固定負債   

リース債務 70,273 48,975

退職給付引当金 1,261,910 1,231,877

再評価に係る繰延税金負債 981,545 981,545

固定負債合計 2,313,729 2,262,398

負債合計 6,038,823 5,897,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,411,898 5,411,898

資本剰余金 － 4,758,472

利益剰余金 △4,376,378 △9,148,316

自己株式 △28,472 △27,904

株主資本合計 1,007,047 994,149

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 1,495 △912

土地再評価差額金 1,430,706 1,430,706

評価・換算差額等合計 1,432,202 1,429,794

純資産合計 2,439,250 2,423,944

負債純資産合計 8,478,073 8,321,266
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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）

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 4,250,212 4,338,205

売上原価 3,435,881 3,397,194

売上総利益 814,331 941,010

販売費及び一般管理費   

役員報酬 56,551 67,960

従業員給料及び手当 376,669 373,868

賞与引当金繰入額 91,419 92,613

退職給付費用 51,322 53,022

賃借料 73,962 66,260

貸倒引当金繰入額 250 －

製品保証引当金繰入額 46,875 39,189

その他 216,753 197,676

販売費及び一般管理費合計 913,802 890,590

営業利益又は営業損失（△） △99,471 50,419

営業外収益   

受取利息 371 198

受取賃貸料 22,559 22,126

その他 6,533 5,886

営業外収益合計 29,465 28,211

営業外費用   

支払利息 32,365 9,619

売上債権売却損 5,859 3,376

長期前払費用償却 13,802 －

為替差損 1,574 188

シンジケートローン手数料 26,000 20,900

その他 34,319 20,662

営業外費用合計 113,921 54,746

経常利益又は経常損失（△） △183,927 23,884

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,194 1,017

特別利益合計 1,194 1,017

特別損失   

減損損失 11,063 －

特別損失合計 11,063 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△193,796 24,902

法人税、住民税及び事業税 6,904 11,436

法人税等合計 6,904 11,436

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,700 13,466
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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）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△193,796 24,902

減価償却費 144,355 144,504

減損損失 11,063 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △942 △69,448

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,413 △136,494

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,124 △14,013

受注損失引当金の増減額（△は減少） 96,510 △57,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82,011 30,032

受取利息及び受取配当金 △371 △198

支払利息 32,365 9,619

有形固定資産除売却損益（△は益） 332 2,424

売上債権の増減額（△は増加） 1,528,098 931,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,511,748 △1,166,299

その他の資産の増減額（△は増加） △49,174 2,496

仕入債務の増減額（△は減少） 14,671 246,547

その他の負債の増減額（△は減少） 395,580 △13,194

小計 554,665 △64,727

利息及び配当金の受取額 371 198

利息の支払額 △38,168 △12,417

法人税等の支払額 △15,208 △15,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,660 △92,194

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 △52,023 △61,747

長期貸付金の回収による収入 965 965

その他の支出 △814 △2,204

その他の収入 2,260 1,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,611 △61,143

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） 680,000 50,000

リース債務の返済による支出 △25,238 △18,602

長期借入金の返済による支出 △519,100 －

自己株式の取得による支出 △2,862 △568

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,798 30,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 584,847 △122,509

現金及び現金同等物の期首残高 58,871 877,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,719 755,094
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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） 

    該当事項はありません。 

【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） 

当社グループは単一の事業分野で営業活動を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、

該当事項はありません。 

  

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） 

当社グループは単一の事業分野で営業活動を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、

該当事項はありません。 

  
【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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント情報

の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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が９０％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

【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） 

 
(注) １ 海外売上高は、親会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額(連結会社間の内部売上高を除く)

です。 

     ２ 国又は地域の区分方法           地理的近接度 

     ３ 各区分に属する主な国又は地域  北米      米国 

                       アジア     スリランカ、インドネシア、台湾 

                       その他の地域  ドイツ、ヨルダン、クウェート 

  

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） 

 海外売上高が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の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21年４月１日 至 平成21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

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 10,579 410,428 25,537 446,545

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,250,212

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

0.2 9.7 0.6 10.5

(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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当第３四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりです。 

 
（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

なお、当社グループの事業は単一事業であるため、生産実績、受注実績、販売実績とも事業の種

類別はありません。 

  
  

  

6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成21年４月１日～平成21年12月31日）

金  額 (千円)
前年同四半期比 

（%）

 計 5,599,938 △2.6

(2) 受注実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成21年４月１日～平成21年12月31日）

受注高(千円)
前年同四半期比

（%）
受注残高(千円)

前年同四半期比

（%）

  

計 

 

6,354,783 △4.8 4,481,216 △9.3

(3) 販売実績

当第３四半期連結累計期間

期  間 （平成21年４月１日～平成21年12月31日）

金  額 (千円)
前年同四半期比 

（%）

   計 4,338,205 ＋2.1
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