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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 5,728 △33.0 △982 ― △981 ― △672 ―

21年3月期第3四半期 8,549 ― △383 ― △477 ― △708 ―

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 △29.30 ―

21年3月期第3四半期 △30.67 ―

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 19,781 11,100 55.1 475.00
21年3月期 20,578 11,769 56.2 504.05

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,897百万円 21年3月期  11,560百万円

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 ― 7.00 ― 0.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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 8,090 △19.6 △1,190 ― △1,160 ― △710 ― △30.95
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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  

（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。 

(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 

平成21年10月30日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報及び将来の経済環境の予想等
に基づき作成しており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 23,676,000株 21年3月期  23,668,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  733,330株 21年3月期  733,330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 22,940,270株 21年3月期第3四半期 23,095,375株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、財政政策効果による生産の持ち直しと、一部の企業業
績の回復により、景気は持ち直しつつあります。しかしながら雇用情勢の回復の遅れや、デフレ基調によ
り景気の先行きには不透明感があります。 
米国においては、景気刺激策により生産の持ち直しが進み、企業業績の回復も見られますが、労働市場

や住宅市場の回復への足取りは弱く、景気が自律的な回復に移行できるかは依然として不透明感がありま
す。 
  中国においては、大型の財政政策により消費も堅調に推移しており、内需を中心に成長率を高めており
ます。インド等を含めたアジア地域が世界経済を牽引するとの期待感が増しております。 
工業用ミシン業界におきましては、衣料品の消費低迷により、顧客である縫製メーカーの設備投資意欲

の減退が続いており、加えて価格競争の激化もあり、ミシン販売は依然として厳しい状況で推移しており
ます。 
このような環境のもとで、当社企業グループの売上高は57億28百万円（前年同四半期比33.0％減）とな

りました。 
損益面につきましては、売上高の減少に伴う生産量の縮小により操業度が低下したことなどの影響によ

り、売上原価率が大幅に上昇した結果、営業損失は９億82百万円（前年同四半期は営業損失３億83百万
円）、経常損失は９億81百万円（前年同四半期は経常損失４億77百万円）となりました。 
固定資産売却益２億86百万円を計上したことなどによる特別利益、中国子会社における希望退職実施に

よる退職特別加算金31百万円、投資有価証券の評価損18百万円、及び固定資産除売却損10百万円を計上し
たことなどによる特別損失により、税金等調整前四半期純損失は７億38百万円（前年同四半期は税金等調
整前四半期純損失６億33百万円）となりましたが、税効果会計に係る税負担の軽減により、四半期純損失
は６億72百万円（前年同四半期は四半期純損失７億８百万円）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本） 
景気低迷の影響を受けて低調に推移し、売上高は６億44百万円、営業損失は11億９百万円となりまし

た。 
（中国） 
世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続き低

調に推移し、売上高は21億２百万円、営業損失は65百万円となりました。 
（その他のアジア） 
世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続き大

きく落ち込み、売上高は19億67百万円、営業損失は86百万円となりました。 
（米州） 
米国及び中南米諸国の景気低迷により大きく落ち込み、売上高は５億95百万円、営業損失は15百万円

となりました。 
（欧州） 
欧州及び周辺諸国の景気低迷により大きく落ち込み、売上高は４億18百万円、営業損失は41百万円と

なりました。 
  

(資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億87百万円減少し、135億40百万円となりました。これ

は、現金及び預金が６億96百万円増加し、たな卸資産が８億98百万円、繰延税金資産が１億42百万円そ
れぞれ減少したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて３億９百万円減少し、62億41百万円となりました。これは、

有形固定資産が５億81百万円減少し、投資その他の資産が２億70百万円増加したことなどによります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて７億97百万円減少し、197億81百万円となりました。 

  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて７億53百万円減少し、58億６百万円となりました。これは、
未払金が８億73百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて６億25百万円増加し、28億74百万円となりました。これは、

長期借入金が５億24百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて１億28百万円減少し、86億80百万円となりました。

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億69百万円減少し、111億円となりました。これは、主

として利益剰余金が６億72百万円減少したことなどによります。 
  
（連結キャッシュ・フロー） 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億74百万円増加し、50億32百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が７億38百万円であり、減価償却

費３億29百万円、たな卸資産の減少９億26百万円があったものの、固定資産除売却損益２億75百万円、
未払金の減少８億95百万円などにより、６億90百万円の支出となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入れ及び払戻の収支の増加３億91百万円、有形

固定資産の売却による収入５億84百万円などにより、９億41百万円の収入となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額８億42百万円などにより、８億34百万

円の収入となりました。 
  

平成21年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

 簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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 5,357,974 4,661,665

受取手形及び売掛金 2,007,854 2,058,588

商品及び製品 1,988,320 2,523,881

仕掛品 665,846 747,372

原材料及び貯蔵品 3,153,684 3,434,685

その他 390,190 741,365

貸倒引当金 △23,835 △139,682

流動資産合計 13,540,035 14,027,876

固定資産   

有形固定資産 3,512,695 4,093,872

無形固定資産 346,819 345,918

投資その他の資産   

その他 2,492,008 2,110,942

貸倒引当金 △110,300 －

投資その他の資産合計 2,381,707 2,110,942

固定資産合計 6,241,222 6,550,733

資産合計 19,781,258 20,578,609

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 620,083 621,650

短期借入金 3,732,898 3,692,943

未払法人税等 141,043 100,812

賞与引当金 62,332 86,214

その他 1,249,691 2,058,303

流動負債合計 5,806,049 6,559,923

固定負債   

社債 793,000 680,000

長期借入金 1,214,430 689,571

退職給付引当金 247,695 221,728

役員退職慰労引当金 1,119 421,229

その他 618,068 236,202

固定負債合計 2,874,314 2,248,731

負債合計 8,680,364 8,808,655
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,903,550 1,903,150

資本剰余金 2,049,873 2,049,473

利益剰余金 8,415,731 9,087,886

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 12,077,681 12,749,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,006 △39,765

為替換算調整勘定 △1,164,933 △1,149,079

評価・換算差額等合計 △1,179,940 △1,188,845

少数株主持分 203,152 209,763

純資産合計 11,100,894 11,769,954

負債純資産合計 19,781,258 20,578,609
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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 8,549,127 5,728,963

売上原価 5,851,364 4,451,172

売上総利益 2,697,763 1,277,790

販売費及び一般管理費 3,081,447 2,260,397

営業損失（△） △383,684 △982,606

営業外収益   

受取利息 100,841 31,771

受取配当金 6,573 4,864

受取賃貸料 46,250 －

不動産賃貸料 － 41,514

助成金収入 － 69,383

その他 12,555 39,027

営業外収益合計 166,220 186,561

営業外費用   

支払利息 128,286 106,068

為替差損 56,342 62,041

開業費償却 58,202 －

その他 17,139 16,941

営業外費用合計 259,970 185,050

経常損失（△） △477,434 △981,095

特別利益   

固定資産売却益 174 286,509

保険解約返戻金 8,053 8,174

ゴルフ会員権売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 99 9,332

特別利益合計 8,387 304,016

特別損失   

固定資産除売却損 6,087 10,735

投資有価証券評価損 158,717 18,507

ゴルフ会員権売却損 － 416

ゴルフ会員権評価損 － 830

退職特別加算金 － 31,155

特別損失合計 164,805 61,644

税金等調整前四半期純損失（△） △633,852 △738,724

法人税、住民税及び事業税 131,848 60,138

法人税等調整額 △45,743 △130,374

法人税等合計 86,104 △70,236

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,653 3,666

四半期純損失（△） △708,302 △672,154
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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損失（△） △633,852 △738,724

減価償却費 310,253 329,382

貸倒引当金の増減額（△は減少） 118,982 △9,315

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,671 25,967

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,556 △14,669

デリバティブ評価損益（△は益） 2,577 △25,589

受取利息及び受取配当金 △107,414 △36,636

支払利息 128,286 106,068

社債発行費 － 6,724

為替差損益（△は益） △166,765 △86,598

受取賃貸料 △46,250 △41,514

固定資産除売却損益（△は益） 5,912 △275,774

投資有価証券評価損益（△は益） 158,717 18,507

保険解約損益（△は益） － △8,174

売上債権の増減額（△は増加） 1,046,702 △72,826

たな卸資産の増減額（△は増加） △581,945 926,234

仕入債務の増減額（△は減少） △155,761 △6,634

未払金の増減額（△は減少） △282,555 △895,217

その他 △114,617 107,656

小計 △393,958 △691,134

利息及び配当金の受取額 96,438 49,326

利息の支払額 △128,336 △94,935

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △235,906 46,422

営業活動によるキャッシュ・フロー △661,762 △690,320

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 △783,746 △340,664

定期預金の払戻による収入 539,506 731,746

有形固定資産の取得による支出 △327,924 △117,934

有形固定資産の売却による収入 681 584,128

無形固定資産の取得による支出 △85,070 △29,952

無形固定資産の売却による収入 － 52,439

貸付けによる支出 △600,400 △138,100

貸付金の回収による収入 750,500 138,100

投資不動産の賃貸による収入 46,250 43,950

保険積立金の解約による収入 － 20,484

その他 7,180 △2,384

投資活動によるキャッシュ・フロー △453,023 941,813
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（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) 

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） 710,130 109,390

長期借入れによる収入 1,000,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △476,270 △574,725

社債の発行による収入 － 293,275

社債の償還による支出 － △85,000

株式の発行による収入 6,000 800

自己株式の取得による支出 △206,010 －

配当金の支払額 △324,464 －

少数株主への配当金の支払額 △6,804 △8,844

その他 △202 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー 702,377 834,580

現金及び現金同等物に係る換算差額 △141,878 △11,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △554,286 1,074,935

現金及び現金同等物の期首残高 4,668,220 3,957,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,113,933 5,032,029
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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) セグメント情報

【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）

日本 

(千円)

中国 

(千円)

その他の 

アジア 

(千円)

米州 

(千円)

欧州 

(千円)

計 

(千円)

消去 

又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1)外部顧客に 

   対する売上高
643,191 2,207,834 3,368,725 1,224,264 1,105,111 8,549,127 ─ 8,549,127

(2)セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高

3,960,057 1,607,804 ─ ─ ─ 5,567,861 （5,567,861) ─

   計 4,603,248 3,815,638 3,368,725 1,224,264 1,105,111 14,116,988 （5,567,861) 8,549,127

営業利益又は 

営業損失（△）
△995,116 83,966 40,953 102,428 61,207 △706,561  322,876 △383,684

 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）

日本 

(千円)

中国 

(千円)

その他の 

アジア 

(千円)

米州 

(千円)

欧州 

(千円)

計 

(千円)

消去 

又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1)外部顧客に 

   対する売上高
644,403 2,102,587 1,967,862 595,977 418,131 5,728,963 ─ 5,728,963

(2)セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高

2,341,863 966,261 191,855 40 115 3,500,136 （3,500,136) ─

   計 2,986,267 3,068,849 2,159,718 596,017 418,247 9,229,100 （3,500,136) 5,728,963

営業損失（△） △1,109,516 △65,569 △86,075 △15,628 △41,674 △1,318,464 335,858 △982,606

(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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