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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 1,669 △54.0 △387 ― △386 ― △334 ―
21年3月期第3四半期 3,632 △9.5 △15 ― △20 ― △48 ―

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 △43.03 ―
21年3月期第3四半期 △6.29 ―

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 3,723 1,373 36.9 176.67
21年3月期 4,960 1,744 35.2 224.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,373百万円 21年3月期  1,744百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
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  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 2,600 △55.8 △414 ― △413 ― △359 ― △46.15
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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 7,843,000株 21年3月期  7,843,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  66,083株 21年3月期  62,072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 7,778,521株 21年3月期第3四半期 7,784,958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、業績
の変化により、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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間（平成21年4月1日から12月31日まで）におけるわが国経済は、米国の金融危機に
端を発した世界的な景気後退を背景に、輸出の減少や円高の進行等により企業の業績は悪化し、その影響
から設備投資の抑制や、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷等が続く一方で、一部に景気持ち直しの
動きが見え始めてはいるものの、景気回復に向けた動きは極めて鈍く、依然として先行き不透明な状況が
続いております。 
 このような情勢を踏まえて、当社は、直面する厳しい経営環境を乗り切るため、受注の確保、拡大を目
的に、支店・営業所に対する営業力強化のための人事政策や、新商品・新技術の開発に注力する一方、生
産性の向上、コスト削減、諸経費の節減等に努めてまいりました。 
 しかしながら、極端な設備投資減少の影響は大きく、その結果、当第３四半期累計期間の受注総額は
2,129百万円（前年同期比55.5％減）、売上総額は1,669百万円（前年同期比54.0％減）といずれも大幅に
減少いたしました。 
 損益面につきましては、営業損失387百万円、経常損失386百万円、四半期純損失334百万円の計上とな
りました。 
  

(資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べ29.2％減少し2,917百万円となりました。これは、現金及び預金が151
百万円、受取手形及び売掛金が1,232百万円減少したことなどによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ4.1％減少し806百万円となりました。これは、投資その他の資産が３
百万円増加し、有形固定資産が33百万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ24.9％減少し3,723百万円となりました。 
  
(負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べ34.9％減少し1,614百万円となりました。これは、支払手形及び買掛
金が704百万円、短期借入金が29百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前事業年度末に比べ変動なく735百万円となりました。これは、役員退職慰労引当金が13

百万円増加し、長期借入金が15百万円減少したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ26.9％減少し2,349百万円となりました。 
  
(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ21.2％減少し1,373百万円となりました。これは、利益剰余金が373
百万円減少したことなどによります。 
  

当第３四半期累計期間の業績を勘案し、平成21年11月13日に公表しました業績予想を修正いたしまし
た。当該予想数値の修正に関する項目は、本日（平成22年１月29日）公表の「平成22年３月期業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
  なお、上記の業績予想は、現時点で当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基
づき算出しており、実際の業績は、今後様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の
業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 
  
  

【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
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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、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出する方法によっております。 
 また、たな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価
額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 
  
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
  

該当事項はありません。 

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 1,237,549 1,389,520

受取手形及び売掛金 984,328 2,216,611

商品及び製品 59,385 94,218

仕掛品 482,400 342,021

原材料及び貯蔵品 62,232 58,454

その他 92,023 19,399

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 2,917,520 4,119,826

固定資産   

有形固定資産 357,233 390,742

無形固定資産 41,719 46,400

投資その他の資産 407,608 404,138

貸倒引当金 △170 △170

固定資産合計 806,391 841,111

資産合計 3,723,912 4,960,938

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 578,199 1,282,881

短期借入金 866,718 896,675

未払法人税等 － 23,177

その他 169,949 278,893

流動負債合計 1,614,867 2,481,627

固定負債   

長期借入金 － 15,034

退職給付引当金 523,947 529,456

役員退職慰労引当金 198,600 185,500

その他 12,572 5,177

固定負債合計 735,119 735,167

負債合計 2,349,987 3,216,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,590 225,590

利益剰余金 618,341 991,967

自己株式 △10,737 △10,323

株主資本合計 1,336,194 1,710,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,730 33,909

評価・換算差額等合計 37,730 33,909

純資産合計 1,373,925 1,744,143

負債純資産合計 3,723,912 4,960,938
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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 3,632,179 1,669,896

売上原価 2,869,659 1,466,076

売上総利益 762,520 203,820

販売費及び一般管理費 778,205 591,074

営業損失（△） △15,685 △387,253

営業外収益   

受取利息 1,104 713

受取配当金 5,227 3,569

スクラップ売却益 3,204 616

受取保険金 － 3,540

雑収入 3,589 3,074

営業外収益合計 13,125 11,514

営業外費用   

支払利息 13,385 9,216

為替差損 4,286 1,950

雑損失 738 81

営業外費用合計 18,410 11,248

経常損失（△） △20,970 △386,988

特別利益   

固定資産売却益 － 64,262

特別利益合計 － 64,262

特別損失   

固定資産除却損 633 73

過年度人件費 4,730 －

投資有価証券評価損 － 6,885

関係会社株式評価損 － 2,999

特別損失合計 5,363 9,958

税引前四半期純損失（△） △26,333 △332,684

法人税、住民税及び事業税 2,196 2,036

法人税等調整額 20,456 －

法人税等合計 22,652 2,036

四半期純損失（△） △48,985 △334,720
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 959,520 738,036

売上原価 771,806 613,487

売上総利益 187,714 124,548

販売費及び一般管理費 246,654 192,429

営業損失（△） △58,939 △67,880

営業外収益   

受取利息 11 43

受取配当金 2,165 1,265

スクラップ売却益 578 209

為替差益 － 236

雑収入 530 343

営業外収益合計 3,285 2,098

営業外費用   

支払利息 4,466 2,996

為替差損 4,286 －

雑損失 472 32

営業外費用合計 9,225 3,028

経常損失（△） △64,879 △68,811

特別損失   

固定資産除却損 22 －

投資有価証券評価損 － 6,885

関係会社株式評価損 － 2,999

特別損失合計 22 9,885

税引前四半期純損失（△） △64,901 △78,696

法人税、住民税及び事業税 △467 667

法人税等合計 △467 667

四半期純損失（△） △64,434 △79,363
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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   

税引前四半期純損失（△） △26,333 △332,684

減価償却費 61,098 50,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,211 △5,508

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,300 13,100

受取利息及び受取配当金 △6,331 △4,283

支払利息 13,385 9,216

有形固定資産売却損益（△は益） － △64,262

売上債権の増減額（△は増加） 1,151,613 1,225,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △281,628 △109,324

仕入債務の増減額（△は減少） △281,826 △704,681

未払費用の増減額（△は減少） △42,310 △64,435

その他 △37,920 △52,841

小計 567,658 △40,447

利息及び配当金の受取額 6,331 4,283

利息の支払額 △13,729 △9,044

法人税等の支払額 △156,174 △71,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 404,085 △116,759

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 － △200,000

定期預金の払戻による収入 227,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △76,287 △4,102

有形固定資産の売却による収入 － 67,240

無形固定資産の取得による支出 △15,319 △11,492

その他 △2,476 △3,712

投資活動によるキャッシュ・フロー 132,917 47,933

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） 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △44,991 △44,991

配当金の支払額 △38,654 △37,740

その他 △716 △414

財務活動によるキャッシュ・フロー 115,637 △83,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 652,640 △151,971

現金及び現金同等物の期首残高 539,411 1,339,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,192,052 1,187,549
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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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(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。 

  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  
  

  

6. 生産実績、受注及び販売の状況（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）

(1) 生産実績

機種別 生産高(千円)

電源機器 401,631

表面処理装置 597,313

電気溶接機 217,275

その他 501,761

合計 1,717,982

(2) 受注実績

機種別 受注高(千円) 受注残高(千円)

電源機器 446,165 220,132

表面処理装置 794,432 586,863

電気溶接機 286,153 86,803

その他 602,766 200,690

合計 2,129,518 1,094,488

(3) 販売実績

機種別 販売高(千円)

電源機器 394,289

表面処理装置 435,317

電気溶接機 245,108

その他 595,182

合計 1,669,896
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