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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 16,801 7.5 2,218 59.0 2,241 51.1 1,428 95.5
21年3月期第3四半期 15,625 ― 1,395 ― 1,483 ― 730 ―

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 80.47 ―

21年3月期第3四半期 40.38 ―

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 26,669 22,050 82.7 1,246.57
21年3月期 24,549 20,987 85.5 1,176.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  22,050百万円 21年3月期  20,987百万円

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 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

18.00 18.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 18,000 2.4 1,400 50.1 1,400 40.6 800 103.2 44.83
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 19,058,587株 21年3月期  19,058,587株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,369,253株 21年3月期  1,215,269株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 17,750,986株 21年3月期第3四半期 18,099,656株

※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。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が大幅な減少を続けているもののそのペースは緩やかと

なり、個人消費に経済対策の効果が見られるなど、景気は持ち直しの動きが見られました。一方で雇用情勢は依然

厳しく、またデフレの影響など景気を下押しする懸念もありました。 

 当社の主力分野であります石油暖房機器業界におきましては、灯油価格の安定と年末の寒波により全体として前

年をやや上回る需要となりました。 

 こうしたなかにあって当社は、石油暖房機器業界全体の活性化を念頭におき新商品の開発と積極的な営業活動を

展開した結果、石油ファンヒーター市場の減少傾向に歯止めがかかり、売上は堅調に推移いたしました。また、重

点商品である加湿器においても売上は順調に伸張いたしました。  

 利益面におきましては、全社的な原価低減活動と前事業年度で完了した在庫調整を受けた操業度の向上により大

幅な増益となりました。 

 以上の結果、売上高は168億１百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は22億18百万円（前年同期比59.0％

増）、経常利益は22億41百万円（前年同期比51.1％増）、四半期純利益は14億28百万円（前年同期比95.5％増）と

なりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期末の総資産は、主に売上債権の増加により、前事業年度末に比べ21億19百万円増加し、266億69百

万円となりました。負債は主に買掛金等の増加による流動負債の増加により、前事業年度末に比べ10億55百万円増

加し、46億18百万円となりました。純資産は四半期純利益による利益剰余金の増加があったものの、自己株式取得

により、前事業年度末に比べ10億63百万円増加し、220億50百万円となり、自己資本比率は82.7％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等の要因により、前

事業年度末に比べ76億97百万円減少し、30億20百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は62億62百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額99億38百万円、税引

前四半期純利益22億33百万円、たな卸資産の減少額６億92百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は10億13百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却３億56百万円によ

る資金の増加があったものの、投資有価証券の取得７億56百万円、有形固定資産の取得５億１百万円による資金の

減少によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は４億21百万円となりました。これは主に、自己株式取得による支出１億円、配当

金の支払額３億21百万円によるものであります。 

  

  

 業績予想につきましては、平成21年５月８日発表の平成21年３月期決算短信（非連結）に記載した業績予想に変

更はなく、売上高180億円、営業利益14億円、経常利益14億円、当期純利益８億円であります。 

  

  

① たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、当第２四半期会計期間末の実

地たな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。 

該当事項はありません。  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,010,195 10,714,482

受取手形及び売掛金 13,333,033 3,396,266

有価証券 309,475 3,526

製品 1,871,395 2,576,059

仕掛品 65,339 84,762

原材料及び貯蔵品 556,090 524,449

繰延税金資産 247,650 290,875

その他 76,848 80,209

貸倒引当金 △26,700 △6,800

流動資産合計 19,443,327 17,663,832

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,596,242 1,682,236

土地 1,458,335 1,458,335

その他（純額） 1,245,390 1,171,182

有形固定資産合計 4,299,968 4,311,754

無形固定資産 32,113 25,242

投資その他の資産   

投資有価証券 2,411,269 2,140,551

繰延税金資産 417,579 367,614

その他 70,375 46,948

貸倒引当金 △5,193 △6,050

投資その他の資産合計 2,894,030 2,549,064

固定資産合計 7,226,112 6,886,061

資産合計 26,669,440 24,549,894
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,420,767 810,229

未払法人税等 854,997 399,689

賞与引当金 68,154 213,151

製品保証引当金 327,500 316,000

その他 973,610 941,159

流動負債合計 3,645,029 2,680,230

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 135,770 135,770

退職給付引当金 163,557 85,108

役員退職慰労引当金 671,172 658,500

その他 3,000 3,000

固定負債合計 973,499 882,378

負債合計 4,618,529 3,562,609

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,058,813 4,058,813

資本剰余金 4,526,572 4,526,572

利益剰余金 14,577,677 13,470,460

自己株式 △986,586 △886,306

株主資本合計 22,176,477 21,169,539

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,038 △81,726

土地再評価差額金 △100,527 △100,527

評価・換算差額等合計 △125,566 △182,254

純資産合計 22,050,911 20,987,285

負債純資産合計 26,669,440 24,549,894
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 15,625,951 16,801,055

売上原価 11,686,246 11,971,358

売上総利益 3,939,705 4,829,697

販売費及び一般管理費 2,544,521 2,611,135

営業利益 1,395,184 2,218,561

営業外収益   

受取利息 34,475 41,624

受取配当金 18,377 17,970

作業屑収入 45,680 35,853

複合金融商品評価益 19,060 －

その他 34,366 20,895

営業外収益合計 151,960 116,344

営業外費用   

売上割引 53,488 67,325

複合金融商品評価損 － 23,460

その他 9,743 2,358

営業外費用合計 63,232 93,144

経常利益 1,483,911 2,241,761

特別利益   

投資有価証券売却益 6,723 44,725

貸倒引当金戻入額 － 511

特別利益合計 6,723 45,236

特別損失   

固定資産除却損 17,992 6,550

投資有価証券売却損 858 －

投資有価証券評価損 226,506 47,280

特別損失合計 245,357 53,831

税引前四半期純利益 1,245,277 2,233,167

法人税、住民税及び事業税 555,000 850,000

法人税等調整額 △40,544 △45,229

法人税等合計 514,455 804,770

四半期純利益 730,821 1,428,396
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 1,245,277 2,233,167

減価償却費 607,688 476,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,300 12,672

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,442 19,042

賞与引当金の増減額（△は減少） △129,684 △144,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,284 78,449

製品保証引当金の増減額（△は減少） 57,200 11,500

投資有価証券評価損益（△は益） 226,506 47,280

受取利息及び受取配当金 △52,853 △59,595

売上債権の増減額（△は増加） △8,827,921 △9,938,351

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,534,303 692,447

仕入債務の増減額（△は減少） 98,053 610,538

未払消費税等の増減額（△は減少） 259,627 △123,467

預り金の増減額（△は減少） △105,037 △77,878

前受金の増減額（△は減少） 1,625 △164,833

その他 180,943 409,605

小計 △1,804,242 △5,918,319

利息及び配当金の受取額 55,117 61,504

法人税等の支払額 △325,784 △405,701

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,074,909 △6,262,517

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 － △98,344

有形固定資産の取得による支出 △233,167 △501,596

投資有価証券の取得による支出 △458,647 △756,412

投資有価証券の売却による収入 415,462 356,320

その他 13,678 △13,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,672 △1,013,440

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △333,388 △321,323

自己株式の取得による支出 △399,377 △100,279

財務活動によるキャッシュ・フロー △732,765 △421,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 880 △336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,069,467 △7,697,898

現金及び現金同等物の期首残高 6,683,264 10,718,009

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,613,796 3,020,111
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 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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