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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 15,282 △13.4 849 46.3 462 126.5 177 274.1
21年3月期第3四半期 17,656 ― 580 ― 204 ― 47 ―

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 5.62 ―

21年3月期第3四半期 1.42 ―

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 63,178 25,058 39.7 792.43
21年3月期 62,601 24,218 38.7 765.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  25,058百万円 21年3月期  24,218百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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  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 21,500 △8.1 950 4.0 450 26.7 100 △33.4 3.16
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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、６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、６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 

上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、５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覧ください。 

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  33,606,132株 21年3月期  33,606,132株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,984,024株 21年3月期  1,962,457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  31,633,721株 21年3月期第3四半期  33,447,840株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、製造業を中心に回復の兆しは見えるものの、厳し

い雇用環境を背景に個人消費の低迷が続いており、円高やデフレ懸念による先行きの不透明感は払拭さ

れるに至っておりません。 

特に、当社製造事業の主要客筋であります石油輸送や航空機関連業界の回復の遅れの影響により、輸

送用機器関連事業での売上が伸び悩み、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高152億82百万円

（前年同期比13.4％減）となったものの、経費削減や生産効率の向上に積極的に取り組んだ結果、営業

利益８億49百万円（前年同期比46.3％増）、経常利益４億62百万円（前年同期比126.5％増）、四半期

純利益は１億77百万円（前年同期比274.1％増）となりました。 

なお、主なセグメントの状況は次のとおりです。 

  

輸送用機器関連事業では、特機部門の防衛省向けシェルター製品の売上が伸びたものの、前年度より

引き続き特装車部門のタンクローリーの受注台数が減少していることや、マテリアル部門の自動車産業

向けハニカム製品の需要低迷が長引いていることに加え、機装・機器部門において世界的な航空業界の

不況の影響を受けた航空会社向けのギャレー製品の出荷台数の減少等により、売上高は42億49百万円と

前年同期比16億96百万円、28.5％の大幅な減収となったものの、生産効率の向上や経費削減効果によっ

て、営業損益は８億76百万円の損失（前年同期11億13百万円の損失）となりました。 

不動産賃貸事業では、「モリタウン２５周年イベント」等の各種イベントを積極的に行い集客力の向

上を図ってまいりましたが、景気の悪化やデフレ状況の下での個人消費低迷の影響を受け、売上高は50

億53百万円と前年同期比２億14百万円、4.1％の減収、営業損益は18億84百万円の利益と前年同期比60

百万円、3.1％の減益となりました。 

ホテル・スポーツ・レジャー事業では、ホテル部門において、個人消費の低迷や企業業績の悪化によ

る経費削減の影響を受け、婚礼・宴会関係の売上が減少いたしました。その結果売上高は35億５百万円

と前年同期比１億68百万円、4.6％の減収となり、営業損益は経費削減効果があったものの53百万円の

損失（前年同期68百万円の損失）となりました。 

物販事業では、㈱メトスにおいて、景気低迷に伴う設備需要の低迷が長引き、売上高は23億５百万円

と前年同期比２億75百万円、10.7％の減収となり、営業損益はコスト削減により改善したものの85百万

円の損失（前年同期は１億28百万円の損失）となりました。 

その他事業の売上高は、１億66百万円と前年同期比19百万円、10.5％の減収となり、営業損益は19百

万の損失（前年同期54百万円の損失）となりました。 

  

・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

［輸送用機器関連事業］

［不動産賃貸事業］

［ホテル・スポーツ・レジャー事業］

［物販事業］

［その他事業］
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（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて５億77百万円、0.9％増加し、631億78百万円となりました。 

これは、有形固定資産が減価償却等により12億49百万円減少したほか、売上高減少の影響により受取

手形及び売掛金が２億37百万円減少したものの、投資有価証券が株式市況の回復により13億８百万円増

加したことや、現金及び預金が５億62百万円増加したことなどによります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億62百万円、0.7％減少し、381億20百万円となりました。

これは、その他有価証券評価差額金の増加により繰延税金負債が５億10百万円増加した一方、借入金

の返済により１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が合計で４億88百万円減少したことや、法人

税等の納付により未払法人税等が４億11百万円減少したことなどによります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて８億39百万円、3.5％増加し、250億58百万円となりました。こ

れは、主として、投資有価証券が株式市況の立直りにより、その他有価証券評価差額金が８億79百万円

増加したことによります。 

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の残高は、66億31百万円と、前年度末に比

べ６億54百万円の増加となりました。 

営業活動による資金収支は、前年同期と比べ61百万円増加し、13億54百万円の資金収入となりまし

た。これは、減少要因として法人税等の支払額の支出が５億94百万円あったものの、増加要因として

税金等調整前四半期純利益による収入が３億79百万円あったことや、減価償却費の計上による収入が

17億14百万円あったこと、及び売上債権の減少による収入が２億37百万円あったことなどによりま

す。 

投資活動による資金収支は、前第３四半期連結累計期間では９億39百万円の支出でしたが、当第３

四半期連結累計期間では34百万円の資金収入となりました。これは、減少要因として有形固定資産取

得による支出が２億41百万円あったものの、増加要因として定期預金の払戻による収入が94百万円あ

ったことや、投資有価証券の売却による収入が74百万円あったことなどによります。 

財務活動による資金収支は、前第３四半期連結累計期間では１億６百万円の資金収入でしたが、当

第３四半期連結累計期間では７億36百万円の支出となりました。これは主としてとして長期借入金の

借入れによる増加が21億円あった一方、長期借入金の返済による支出が25億88百万円あったことや、

配当金の支払額による減少が１億99百万円あったことなどによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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今後の経済活動の水準は低調に推移し、依然として厳しい経済環境が続くものと予想され、当社グ

ループを取り巻く事業環境も引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。このような状

況の中、当社グループとして引き続き営業強化に努めるとともに、生産効率の向上や諸経費削減を含

めた諸施策を図ってまいります。 

平成22年３月期通期の連結業績は、輸送用機器関連事業においては、不採算工事の減少及び生産効

率の向上並びに経費削減効果等により、不動産賃貸事業及びホテル・スポーツ・レジャー事業におい

ては、経費削減効果等により、営業利益、経常利益は前回（平成21年５月15日）発表の通期業績予想

を上回る見込みであります。なお、当期純利益は、投資有価証券評価損や固定資産除却損等の特別損

失もあり、前回発表の通期連結業績予想と変更のない見込みであります。 

これらを踏まえ通期の連結業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 
（注）上記の予想は現時点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、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり

ます。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(1)通期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想(Ａ) 21,500 550 50 100

今回修正予想(Ｂ) 21,500 950 450 100

増減額(Ｂ－Ａ) 0 400 400 0

増減率(%) 0.0 72.7 800.0 0.0

(ご参考)前期実績 
(平成21年3月期)

23,382 913 355 150
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 該当する事項はありません。 

  

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、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。 

当第３四半期連結会計期間末に算定した貸倒実績率等が前連結会計年度末の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おります。

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準によっていましたが、「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より着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これに伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 

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

①たな卸資産の評価方法

②一般債権の貸倒見積高の算定方法

(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

完成工事高及び完成工事原価の認識基準
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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 6,697 6,134

受取手形及び売掛金 3,631 3,868

商品及び製品 502 539

仕掛品 1,274 785

原材料及び貯蔵品 777 843

繰延税金資産 147 260

その他 398 314

貸倒引当金 △14 △7

流動資産合計 13,414 12,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,688 31,911

機械装置及び運搬具（純額） 1,242 1,325

工具、器具及び備品（純額） 466 569

土地 12,688 12,688

その他 354 194

有形固定資産合計 45,440 46,689

無形固定資産   

のれん 258 293

その他 78 47

無形固定資産合計 337 340

投資その他の資産   

投資有価証券 3,323 2,015

繰延税金資産 97 69

その他 621 805

貸倒引当金 △56 △58

投資その他の資産合計 3,987 2,832

固定資産合計 49,764 49,862

資産合計 63,178 62,601
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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   

支払手形及び買掛金 1,310 1,328

短期借入金 1,000 1,000

1年内返済予定の長期借入金 7,553 3,592

1年内償還予定の社債 27 42

未払法人税等 53 464

賞与引当金 124 314

工事損失引当金 145 165

その他 2,792 2,370

流動負債合計 13,006 9,278

固定負債   

社債 26 37

長期借入金 12,541 16,990

退職給付引当金 3,921 3,866

役員退職慰労引当金 256 285

受入敷金保証金 5,891 6,009

繰延税金負債 2,174 1,664

その他 301 251

固定負債合計 25,114 29,104

負債合計 38,120 38,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,949 4,949

資本剰余金 7,648 7,648

利益剰余金 12,156 12,184

自己株式 △728 △716

株主資本合計 24,025 24,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,033 153

為替換算調整勘定 △0 △0

評価・換算差額等合計 1,032 152

純資産合計 25,058 24,218

負債純資産合計 63,178 62,601
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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 17,656 15,282

売上原価 13,685 11,593

売上総利益 3,970 3,688

販売費及び一般管理費 3,390 2,839

営業利益 580 849

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 58 50

その他 95 86

営業外収益合計 158 138

営業外費用   

支払利息 325 316

その他 209 209

営業外費用合計 535 525

経常利益 204 462

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 20 46

違約金収入 50 －

償却債権取立益 － 34

その他 5 11

特別利益合計 76 95

特別損失   

固定資産除売却損 60 44

公共施設負担金償却額 9 9

事務所移転費用 21 －

投資有価証券評価損 － 122

その他 7 1

特別損失合計 99 178

税金等調整前四半期純利益 180 379

法人税、住民税及び事業税 284 180

法人税等調整額 △151 21

法人税等合計 133 201

四半期純利益 47 177
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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利益 180 379

減価償却費 1,769 1,714

その他の償却額 101 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 4

受取利息及び受取配当金 △62 △51

支払利息 325 316

固定資産除売却損益（△は益） 60 42

売上債権の増減額（△は増加） 289 237

たな卸資産の増減額（△は増加） △356 △385

仕入債務の増減額（△は減少） △150 △18

未払消費税等の増減額（△は減少） △211 15

その他 △357 △155

小計 1,590 2,173

利息及び配当金の受取額 62 51

利息の支払額 △285 △275

法人税等の支払額 △74 △594

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,293 1,354

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 △12 △2

定期預金の払戻による収入 502 94

有形固定資産の取得による支出 △1,334 △241

有形固定資産の売却による収入 2 2

投資有価証券の取得による支出 △113 △3

投資有価証券の売却による収入 21 74

その他 △5 109

投資活動によるキャッシュ・フロー △939 34

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 3,000 2,100

長期借入金の返済による支出 △2,513 △2,588

社債の償還による支出 △151 △26

自己株式の取得による支出 △19 △12

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △209 △199

その他 － △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 106 △736

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452 654

現金及び現金同等物の期首残高 4,499 5,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,951 6,631
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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。 

  

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 事業区分の方法 

     事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 

 

 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

輸送用 
機器 

関連事業 
(百万円)

不動産 
賃貸事業 
(百万円)

ホテル・
スポーツ 
・レジャー

事業 
(百万円)

物販事業
（百万円）

その他
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,946 5,268 3,674 2,581 186 17,656 ― 17,656

 (2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 44 19 4 259 328 (328) ―

計 5,947 5,312 3,693 2,585 445 17,985 (328) 17,656

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△1,113 1,945 △68 △128 △54 580 ― 580

(1) 輸送用機器関連事業……各種タンクローリー、各種バルク車等の特装車。航空機機体部品、シェル

ター等のアルミ構造物、カート、ギャレー等の航空機機装品。アルミ、ア

ラミッド、紙等のハニカムコア及びそのサンドイッチ製品。

(2) 不動産賃貸事業…………事務所用ビル、各種商業施設、物流施設、その他施設の賃貸。

(3) ホテル・スポーツ・レジャー事業……ホテル、ゴルフ場その他のスポーツ・レジャー施設の運営。

(4) 物販事業…………………大型バイク及びパーツ、アクセサリーの販売。 

サウナ、暖炉、薪ストーブ、福祉機器の販売及び施工。

(5) その他事業………………保険販売、福祉介護事業、コンサルティング業務、派遣業等。
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

     事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 

 

 

 
  

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％を超えているため、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％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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) 

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) 

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。 

輸送用 
機器 

関連事業 
(百万円)

不動産 
賃貸事業 
(百万円)

ホテル・
スポーツ 
・レジャー

事業 
(百万円)

物販事業
（百万円）

その他
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

4,249 5,053 3,505 2,305 166 15,282 ― 15,282

 (2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

0 122 14 14 212 365 (365) ―

計 4,250 5,176 3,520 2,320 379 15,647 (365) 15,282

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△876 1,884 △53 △85 △19 849 ― 849

(1) 輸送用機器関連事業……各種タンクローリー、各種バルク車、高所作業車等の特装車。非接触型給

電システム。航空機機体部品、シェルター等のアルミ構造物、カート、ギ

ャレー等の航空機機装品。アルミ、アラミッド、ステンレス、紙等のハニ

カムコア及びそのサンドイッチ製品。

(2) 不動産賃貸事業…………事務所用ビル、各種商業施設、物流施設、その他施設の賃貸及び管理。

(3) ホテル・スポーツ・レジャー事業……ホテル、ゴルフ場その他のスポーツ・レジャー施設の運営。

(4) 物販事業…………………大型自動二輪車及びパーツ、アクセサリーの販売。 

サウナ、暖炉、薪ストーブ、福祉機器の販売及び施工。

(5) その他事業………………保険代理店、福祉介護事業、コンサルティング業務、派遣業等。

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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