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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 12,809 ― △41 ― 78 ― △416 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △23.90 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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 24,982 9,010 35.1 503.02
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,774百万円 21年3月期  ―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  

22年3月期の1株当たり配当金予想額は、現時点では未定であります。 

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 2.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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 16,500 ― 200 ― 200 ― △400 ― △22.93
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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 

1.連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3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。 
2.当連結会計年度より「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており、前年第3四半期及び前期末の連結業績については記載し
ておりません。 
3.平成22年3月期の配当金予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今後の業績の動向等を勘案した上で、
開示が可能となった時点で速やかにご提案させていただきます。 

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 17,573,454株 21年3月期  ―株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  129,184株 21年3月期  ―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 17,444,590株 21年3月期第3四半期 ―株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア地域を中心とした海外経済の改善を背景とし
た回復の兆しが一部に見られるものの、デフレの進行や雇用調整が続くなど、依然として先行きは不透明
な感があります。 
 このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化、品質の向上やお客様のニーズ
にあった製品の提供につとめてまいりました結果、売上高は128億9百万円となりました。 
 利益面については、営業損失は41百万円、経常利益は78百万円となり、操業度の異常な低下に伴う損失
を特別損失に計上したことなどにより、四半期純損失は4億16百万円となりました。 
 なお、当連結会計年度より重要性が増したため、子会社１社を連結会社、関連会社３社を持分法適用と
する四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期の連結業績については記載しておりませ
ん。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は249億82百万円、負債合計は159億72百万円、純資産合計は90
億10百万円となりました。 
 なお、当連結会計年度より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度の連結業績につい
ては記載しておりません。 

  

  

今後の見通しといたしましては、依然として不透明な経済情勢が続くと予測され、経営環境は非常に厳
しいものと思われます。 
 当社グループといたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に鋭意
取組むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推進し、企
業体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。 

  

  
  

①たな卸資産の評価方法   
当第３四半期連結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、当連結

会計年度の第２四半期連結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。 
また、製品、仕掛品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 

固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間
按分して算定しております。 

当連結会計年度から「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

・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) 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

(2) 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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 452,256

受取手形及び売掛金 7,336,841

商品及び製品 163,240

仕掛品 1,339,981

原材料及び貯蔵品 201,091

繰延税金資産 216,287

未収入金 651,614

その他 10,180

貸倒引当金 △70,000

流動資産合計 10,301,493

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 3,516,147

構築物（純額） 217,250

機械及び装置（純額） 4,743,506

工具、器具及び備品（純額） 206,782

土地 2,558,233

建設仮勘定 181,002

その他（純額） 20,071

有形固定資産合計 11,442,994

無形固定資産 20,114

投資その他の資産  

投資有価証券 1,631,443

長期貸付金 22,912

繰延税金資産 1,427,252

その他 151,605

貸倒引当金 △15,050

投資その他の資産合計 3,218,162

固定資産合計 14,681,272

資産合計 24,982,765
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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) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 5,054,034

短期借入金 2,320,000

未払金 816,769

未払費用 457,400

未払法人税等 29,811

未払消費税等 106,971

その他 92,283

流動負債合計 8,877,270

固定負債  

長期借入金 5,000,000

退職給付引当金 1,961,043

役員退職慰労引当金 124,251

その他 9,517

固定負債合計 7,094,811

負債合計 15,972,082

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,317,954

資本剰余金 1,872,174

利益剰余金 4,619,381

自己株式 △36,160

株主資本合計 8,773,350

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 1,455

評価・換算差額等合計 1,455

少数株主持分 235,877

純資産合計 9,010,683

負債純資産合計 24,982,765
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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）

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 12,809,217

売上原価 12,085,635

売上総利益 723,582

販売費及び一般管理費 765,384

営業損失（△） △41,801

営業外収益  

品質補償費戻入益 55,000

持分法による投資利益 69,440

補助金収入 37,400

その他 33,304

営業外収益合計 195,145

営業外費用  

支払利息 72,565

その他 2,418

営業外費用合計 74,984

経常利益 78,358

特別利益  

固定資産売却益 108

特別利益合計 108

特別損失  

減損損失 123,672

操業度低下損 622,714

その他 38,695

特別損失合計 785,081

税金等調整前四半期純損失（△） △706,614

法人税、住民税及び事業税 28,604

法人税等調整額 △335,315

法人税等合計 △306,710

少数株主利益 16,987

四半期純損失（△） △416,891
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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