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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 4,036 △18.1 182 △68.0 375 △50.2 288 △43.5
21年3月期第3四半期 4,929 ― 570 ― 754 ― 511 ―

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 44.06 ―
21年3月期第3四半期 77.81 ―

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 9,163 7,698 84.0 1,174.80
21年3月期 9,362 7,658 81.8 1,168.73

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,698百万円 21年3月期  7,658百万円

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 20.00

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 5,480 △12.6 200 △69.2 460 △49.8 310 △48.9 47.31



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、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。 

(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） 

(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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々
な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

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 6,967,473株 21年3月期  6,967,473株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  414,544株 21年3月期  414,544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 6,552,929株 21年3月期第3四半期 6,570,366株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、在庫調整の進展や政府経済対策の効果等により緩やかな回復

への兆しを示しております。しかしながら、民間設備投資、住宅投資ともに低迷が続き、雇用情勢にも厳しさが残る

など、先行きについては予断を許さない状況が続いています。 

 当社グループにおきましても、主要顧客である建設業界の経営環境が厳しさを増す中、受注減少に伴う操業短縮を

余儀なくされるなど、引き続き先行き不透明感の強い経営状況が続きました。 

 このような状況の下、当社グループは引き続き積極的な提案営業を展開しましたが、需要の減少の影響は大きく、

連結売上高は40億36百万円（前年同期比18.1％減）となりました。 

 損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を強力に推し進めましたが、売上の減少をカバーするには至ら

ず、経常利益は３億75百万円（前年同期比50.2％減）、四半期純利益は２億88百万円（前年同期比43.5％減）を計上

しました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績は概ね計画通り推移しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は91億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億98百万円減少しまし

た。主に受取手形及び売掛金が売上債権の減少により１億38百万円減少したほか、前期課税所得に基づく予定納税に

よる法人税等の支払いなどにより現金及び預金が67百万円減少したことなどによります。負債は14億65百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ２億38百万円減少しました。主に未払法人税等が課税所得の減少により74百万円減少し

たほか、固定資産購入に係る未払金の減少によりその他流動負債が99百万円減少したことなどによります。 

 純資産は76億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円増加しました。配当金を１億96百万円支払ってい

るものの四半期純利益を２億88百万円計上したことにより利益剰余金が92百万円増加したことなどによります。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね計画通り推移しておりますので、平成21年５月20日付決算短信にて開示

いたしました予想値に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期末の実地

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。 

  

  

 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



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 2,489,495 2,556,945

受取手形及び売掛金 1,710,798 1,849,564

商品及び製品 467,222 536,969

仕掛品 254,704 310,507

原材料及び貯蔵品 546,976 529,873

その他 173,041 108,475

流動資産合計 5,642,240 5,892,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,943,210 1,945,595

減価償却累計額 △1,375,889 △1,344,181

建物及び構築物（純額） 567,320 601,413

機械装置及び運搬具 1,897,989 1,864,169

減価償却累計額 △1,482,270 △1,444,804

機械装置及び運搬具（純額） 415,718 419,364

土地 464,897 464,897

リース資産 79,783 79,783

減価償却累計額 △12,189 △2,216

リース資産（純額） 67,594 77,566

その他 766,687 742,984

減価償却累計額 △693,677 △675,599

その他（純額） 73,010 67,385

有形固定資産合計 1,588,540 1,630,627

無形固定資産   

のれん 64,095 93,783

その他 76,535 89,355

無形固定資産合計 140,630 183,139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,388,607 1,270,225

その他 422,522 404,986

貸倒引当金 △18,739 △18,651

投資その他の資産合計 1,792,390 1,656,559

固定資産合計 3,521,562 3,470,326

資産合計 9,163,802 9,362,663



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 591,252 571,792

未払法人税等 14,817 89,527

賞与引当金 71,683 153,886

その他 231,133 330,220

流動負債合計 908,886 1,145,426

固定負債   

長期借入金 972 3,978

リース債務 57,385 67,834

退職給付引当金 280,909 281,954

役員退職慰労引当金 217,272 204,897

固定負債合計 556,539 558,664

負債合計 1,465,426 1,704,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 3,759,923 3,667,774

自己株式 △333,745 △333,745

株主資本合計 7,992,758 7,900,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,903 14,784

繰延ヘッジ損益 12,252 －

為替換算調整勘定 △331,538 △256,820

評価・換算差額等合計 △294,382 △242,035

純資産合計 7,698,375 7,658,572

負債純資産合計 9,163,802 9,362,663



（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 4,929,188 4,036,778

売上原価 2,738,545 2,332,238

売上総利益 2,190,642 1,704,540

販売費及び一般管理費 1,620,412 1,522,161

営業利益 570,230 182,378

営業外収益   

受取利息 3,530 9,911

受取配当金 3,024 2,617

持分法による投資利益 206,642 190,310

その他 17,370 16,651

営業外収益合計 230,568 219,490

営業外費用   

支払利息 1,412 1,550

売上割引 9,634 7,481

租税公課 － 5,172

為替差損 27,254 9,194

その他 7,721 2,662

営業外費用合計 46,022 26,062

経常利益 754,775 375,807

特別利益   

貸倒引当金戻入額 40 599

固定資産売却益 － 4,932

特別利益合計 40 5,532

特別損失   

固定資産除売却損 3,039 852

特別損失合計 3,039 852

税金等調整前四半期純利益 751,776 380,487

法人税、住民税及び事業税 192,000 49,005

過年度法人税等 － 8,935

法人税等調整額 48,532 33,809

法人税等合計 240,532 91,750

四半期純利益 511,243 288,737



（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利益 751,776 380,487

減価償却費 145,262 145,475

のれん償却額 25,701 29,688

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,603 △82,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,298 △1,045

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,856 12,375

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 87

受取利息及び受取配当金 △6,555 △12,529

支払利息 1,412 1,550

為替差損益（△は益） 31,408 7,332

持分法による投資損益（△は益） 26,637 55,272

固定資産除売却損益（△は益） 3,039 △4,080

売上債権の増減額（△は増加） 172,286 138,720

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,944 108,591

仕入債務の増減額（△は減少） △72,564 16,587

その他 △36,402 △19,916

小計 955,856 776,393

利息及び配当金の受取額 4,933 11,024

利息の支払額 △1,412 △1,550

法人税等の支払額 △366,717 △206,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 592,660 578,983

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 △64,125 △63,696

定期預金の払戻による収入 64,021 55,349

有形固定資産の取得による支出 △86,147 △116,764

有形固定資産の売却による収入 830 5,193

無形固定資産の取得による支出 － △73,000

投資有価証券の取得による支出 △300,817 △233,776

保険積立金の解約による収入 52,558 14,593

その他の支出 △17,837 △23,875

その他の収入 8,106 9,419

投資活動によるキャッシュ・フロー △343,410 △426,557

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △10,497 △6,881

自己株式の取得による支出 △9,374 －

配当金の支払額 △197,191 △196,587

リース債務の返済による支出 － △10,410

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,063 △213,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,891 △6,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,704 △67,547

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,689 2,507,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,185,985 2,439,931



 該当事項はありません。 

  

 当社および連結子会社は前第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）および当

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）における製品の種類・性質、製造方

法、販売市場等の類似性から判断して、同種同系列の自動調整弁を専ら製造販売しているので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

  

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） 

  

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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1）国又は地域の区分の方法       地理的な近接度によっております。 

 (2）各区分に属する主な国又は地域    東南アジア：タイ 

  

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（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  4,887,842  41,346  4,929,188  ―  4,929,188

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,579  650,491  653,071 ( )653,071  ―

計  4,890,422  691,837  5,582,260 ( )653,071  4,929,188

営業利益  514,481  59,399  573,881 ( )3,651  570,230

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（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  4,014,921  21,857  4,036,778  ―  4,036,778

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,192  450,144  453,336 ( )453,336  ―

計  4,018,113  472,001  4,490,115 ( )453,336  4,036,778

営業利益  127,838  51,309  179,148  3,229  182,378



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） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法       地理的な近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域    アジア：韓国、台湾、中国、インドネシア、タイ、その他 

その他の地域：欧州、豪州、米国、その他 

２ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  アジア（千円） その他の地域（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  477,192  243,676  720,869

Ⅱ 連結売上高    ―    ―  4,929,188

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
％ 9.7 ％ 4.9 ％ 14.6

  アジア（千円） その他の地域（千円） 計（千円） 

Ⅰ 海外売上高  388,755  154,184  542,940

Ⅱ 連結売上高    ―    ―  4,036,778

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合 
％ 9.6 ％ 3.8 ％ 13.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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