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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）の業績は、国内では、鋲螺、加工

品及び化成品事業で、総じて昨年度後半以降の急激な需要低迷が続く中、一部、携帯電話を中心とした電

機・電子関連部品及び自動車関連部品の需要に回復が見られるものの、売上高は前年同期の水準には大き

く届かず、全体では低調な推移となりました。 

 海外でも、一部地域で回復が見られるようになったものの、北米で自動車及び電機・電子関連の需要

減、東アジアで中国における家電部品、自動車関連部品の需要減、また東南アジアでも、マレーシア、シ

ンガポール、タイで家電部品、自動車関連部品の需要減があり、全体としては低調な推移となりました。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50,180百万円と前年同期比15,702百万円の減収となり

ました。利益面では、経費節減等の対策を実施しておりますが、売上高の減少が大きく、営業損失は211

百万円と前年同期比2,096百万円の減益、経常損失は103百万円と前年同期比1,757百万円の減益、四半期

純利益は27百万円と前年同期比891百万円の減益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比1,308百万円増の49,991百万円と

なりました。これは、商品の出荷増により在庫が減少したものの、売上高の回復傾向に伴い売上債権が増

加したこと等により流動資産が前連結会計年度末比1,789百万円増加したことによるものです。 

 また負債は、前連結会計年度末比1,912百万円増の17,627百万円となりました。これは、資金繰りの改

善により短期借入金が減少したものの、売上高の回復傾向による仕入高の増加に伴い仕入債務が増加した

こと等により流動負債が前連結会計年度末比2,016百万円増加したことによるものです。純資産は、前連

結会計年度末比603百万円減の32,364百万円となりました。これは、為替換算調整勘定が前連結会計年度

末比391百万円減少したことによるものです。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績及び需要動向を踏まえ、平成21年５月13日に公表しました通期業績予

想を変更しております。詳しくは平成22年１月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。 

 なお、業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実

際の数値は今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

重要なものはありません。 

②四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。 

  

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)

(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：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 2,944 2,660

受取手形及び売掛金 24,446 21,751

有価証券 95 225

商品及び製品 5,524 6,527

仕掛品 71 47

原材料及び貯蔵品 108 160

その他 1,734 1,764

貸倒引当金 △58 △60

流動資産合計 34,866 33,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,384 6,787

土地 4,489 4,566

建設仮勘定 81 6

その他（純額） 930 1,008

有形固定資産合計 11,886 12,370

無形固定資産 1,047 1,206

投資その他の資産   

投資有価証券 1,214 985

その他 1,043 1,095

貸倒引当金 △67 △50

投資その他の資産合計 2,190 2,029

固定資産合計 15,125 15,606

資産合計 49,991 48,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,906 8,843

短期借入金 4,341 4,473

未払法人税等 75 82

賞与引当金 283 478

その他 1,663 1,375

流動負債合計 17,270 15,253

固定負債   

退職給付引当金 1 15

役員退職慰労引当金 160 152

その他 195 294

固定負債合計 357 461

負債合計 17,627 15,715
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 23,502 23,783

自己株式 △552 △552

株主資本合計 33,088 33,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 212 121

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △1,384 △992

評価・換算差額等合計 △1,174 △871

少数株主持分 449 468

純資産合計 32,364 32,967

負債純資産合計 49,991 48,683
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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 65,882 50,180

売上原価 53,499 41,003

売上総利益 12,383 9,176

販売費及び一般管理費 10,497 9,387

営業利益又は営業損失（△） 1,885 △211

営業外収益   

受取利息 33 26

受取配当金 23 14

仕入割引 115 67

為替差益 － 8

その他 122 191

営業外収益合計 294 308

営業外費用   

支払利息 49 29

売上割引 12 4

為替差損 275 －

その他 189 166

営業外費用合計 526 200

経常利益又は経常損失（△） 1,653 △103

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（△）

1,653 △103

法人税、住民税及び事業税 463 113

法人税等調整額 203 △227

法人税等合計 666 △114

少数株主利益又は少数株主損失（△） 68 △16

四半期純利益 918 27
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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