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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3月21日～平成21年12月20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 13,960 ― 487 ― 391 ― 238 ―
21年3月期第3四半期 14,737 △5.1 356 △32.8 272 △42.3 50 △85.3

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 16.44 ―
21年3月期第3四半期 3.51 ―

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 22,716 7,757 34.1 534.88
21年3月期 22,391 7,673 34.3 529.05

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,757百万円 21年3月期  7,673百万円

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  有   

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  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 18,200 △3.7 300 99.8 100 87.2 50 ― 3.45
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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、５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、５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 
１．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、４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「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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 15,595,050株 21年3月期  15,595,050株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,092,636株 21年3月期  1,090,336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 14,503,944株 21年3月期第3四半期 14,505,102株
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の経済不況を脱しきれず引き続きはっきりとした上昇感はな

く、依然として停滞感の漂う低迷した状況が続いております。 

当社グループの関係業界の多くも同様で、設備投資・企業収益の低迷が続き、又、雇用情況の悪化、個人消費の伸

び悩みなども加わって大変厳しい環境下にあります。 

かかる状況のもと、当社グループは各事業分野とも販売が伸び悩む中、収益確保を 優先課題に、徹底した合理

化、経費削減などの効率化経営に努めております。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は、前年同期比5.3%減の139億６千万円、営業利益が同36.8%増の４億８

千７百万円、経常利益が同43.9%増の３億９千１百万円、四半期純利益は同367.9%増の２億３千８百万円となりまし

た。 

  

 事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 （オート機器事業） 

 中心の洗車機が関係業界需要家の一段の投資意欲悪化傾向が見られ低調であったことから全体としても低迷し、売

上高は前年同期比7.2%減の71億９千７百万円となりました。 

 （情報機器事業） 

 主体のＬＥＤ表示機に対する社会ニーズが増大しており、潜在的な需要が顕在化されれば、成長事業になることが

期待されますが、当第３四半期累計期間に限りますと、新規開拓ルートの官需関係において投資の見直し、先送りが

目立ち、売上高は前年同期比4.1%減の19億２千３百万円でありました。 

 （生活機器事業） 

 個人消費は依然として冷え込んだままで、当事業分野でも厳しい環境が続いており、当該事業の中でウェイトの高

い低温貯蔵庫も伸び悩んだことなどから、売上高は前年同期比6.2%減の39億２千３百万円でありました。 

 （住設機器事業） 

 主に子会社の株式会社ニューストが行う事業ですが、関係業界は建設事業に係る分野でありますので、同社を取り

巻く環境も例外ではなく厳しい状況にあります。 

 しかしながら、エコ・省エネなどの観点から社会の要請にマッチした特長ある商品などの貢献により、比較的よく

健闘し、売上高は前年同期比18.2%増の７億７千５百万円でありました。 

（その他の事業） 

 その他の事業はホテル運営事業と保険代理業、不動産管理及び賃貸業などですが、長野市内で展開しているホテル

運営事業は厳しい競争が続いております。当第３四半期累計期間は第１四半期に善光寺御開帳があったこともあり、

売上高は前年同期比1.3%増の１億４千万円となりました。 

  

（注） 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第14号）を適用しております。従いまして、当第３四半期連結累

計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため

前年同期比に関する情報は参考として記載しております。  

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
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（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比３億２千４百万円増加して227億１千６百万円

となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末比６億６千１百万円増加して121億５千５百万円でしたが、増加した主なもの

はたな資産で、当社グループ事業の季節性と商品の多品種化に伴う調達部品の増加によるものです。固定資産

は、前連結会計年度末比３億３千６百万円減少し105億５千９百万円で、減少した主な要因は有形及び無形固定

資産の減価償却によります。 

 負債は、前連結会計年度末比２億４千１百万円の増で149億５千９百万円でしたが、流動負債が１億６千８百

万円、固定負債が７千２百万円それぞれ増加し、主に資金の手許流動性を安定化させることを意図した長期借入

金の増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末比８千３百万円増加の77億５千７百万円であります。 

  

（２）キャッシュフローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ２千万円減少し、３億１千２百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、減少した資金は１億３千４百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益３億

９千３百万円、減価償却費３億５千１百万円、のれん償却額８千１百万円等があった一方で、賞与引当金の減少

額１億９千８百万円、売上債権の増加額４億１百万円、たな卸資産の増加額３億４千万円等があったことによる

ものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、減少した資金は１億３千８百万円となりました。これは主に有形、無形固定資産の取得によ

る支出１億２千２百万円、投資有価証券の取得による支出２千５百万円と、貸付金の回収による収入１千８百万

円が相殺されたことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、増加した資金は２億５千３百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入14億円が

あった一方で、短期借入金の純減額２億９千万円、長期借入金の返済による支出７億１千万円、配当金の支払い

による支出１億４千５百万円があったことによるものであります。 

  

  

 平成21年５月７日付「平成21年３月期決算短信」で公表しました平成22年３月期通期の連結業績予想及び個別業績

予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表しました「平成22年３月期業績予想及び配当予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。 

   

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
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 該当事項はありません。  

   

 ①簡便な会計処理  

   イ.棚卸資産の評価方法 

 実地棚卸を省略し、前連結会計年度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。 

   ロ.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固定資産については、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。  

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「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。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益への影響はありません。  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。  

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20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,370,846 1,391,667

受取手形及び売掛金 4,833,927 4,389,226

製品 1,837,229 1,952,592

原材料 2,439,171 2,239,142

仕掛品 1,324,948 1,022,621

貯蔵品 195,487 243,963

その他 196,045 301,921

貸倒引当金 △42,220 △47,512

流動資産合計 12,155,434 11,493,623

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,358,447 3,651,631

機械装置及び運搬具（純額） 466,794 390,167

土地 2,909,220 2,909,220

その他（純額） 149,111 192,196

有形固定資産合計 6,883,575 7,143,215

無形固定資産   

のれん 1,410,853 1,492,501

その他 537,341 569,611

無形固定資産合計 1,948,195 2,062,113

投資その他の資産 1,727,510 1,690,364

固定資産合計 10,559,281 10,895,693

繰延資産 1,364 2,187

資産合計 22,716,080 22,391,504
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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20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,233,718 1,097,299

短期借入金 5,933,266 5,713,520

未払金 2,645,054 2,692,984

未払法人税等 49,388 66,530

引当金 144,237 342,380

その他 148,692 72,803

流動負債合計 10,154,355 9,985,517

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 4,329,653 4,149,841

引当金 161,499 168,876

その他 213,506 313,579

固定負債合計 4,804,658 4,732,297

負債合計 14,959,014 14,717,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,373,552 3,373,552

資本剰余金 2,951,143 2,951,143

利益剰余金 2,306,590 2,213,244

自己株式 △509,978 △509,039

株主資本合計 8,121,307 8,028,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97,676 △91,091

繰延ヘッジ損益 △2,411 △5,425

為替換算調整勘定 △264,153 △258,693

評価・換算差額等合計 △364,241 △355,210

純資産合計 7,757,066 7,673,689

負債純資産合計 22,716,080 22,391,504
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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３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 13,960,574

売上原価 9,574,735

売上総利益 4,385,838

販売費及び一般管理費 3,898,750

営業利益 487,088

営業外収益 68,795

営業外費用  

支払利息 130,726

その他 33,253

営業外費用合計 163,979

経常利益 391,903

特別利益  

固定資産売却益 203

貸倒引当金戻入額 11,364

特別利益合計 11,568

特別損失  

固定資産除却損 2,010

貸倒損失 6,800

その他 858

特別損失合計 9,669

税金等調整前四半期純利益 393,802

法人税、住民税及び事業税 57,168

法人税等調整額 98,241

法人税等合計 155,409

四半期純利益 238,392
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20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 393,802

減価償却費 351,373

有形固定資産除却損 2,010

のれん償却額 81,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,181

賞与引当金の増減額（△は減少） △198,143

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,377

前払年金費用の増減額（△は増加） 60,406

受取利息及び受取配当金 △16,648

支払利息 130,726

有形固定資産売却損益（△は益） △203

投資有価証券評価損益（△は益） 798

売上債権の増減額（△は増加） △401,781

たな卸資産の増減額（△は増加） △340,865

その他の資産の増減額（△は増加） 3,508

仕入債務の増減額（△は減少） 138,613

その他の負債の増減額（△は減少） △163,148

小計 43,901

利息及び配当金の受取額 16,809

利息の支払額 △125,529

法人税等の支払額 △69,531

営業活動によるキャッシュ・フロー △134,350

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 △1,277,794

定期預金の払戻による収入 1,277,783

有形固定資産の取得による支出 △111,772

有形固定資産の売却による収入 451

無形固定資産の取得による支出 △10,488

投資有価証券の取得による支出 △25,412

貸付けによる支出 △3,500

貸付金の回収による収入 18,357

その他の収入 5

その他の支出 △5,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,114

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） △290,000

長期借入れによる収入 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △710,442

自己株式の取得による支出 △938

配当金の支払額 △145,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,831

現金及び現金同等物の期首残高 333,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 312,551
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の種類及び性質の類似性により区分をしております。 

２．各区分に属する主要な製品 
   

  
  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日）   

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日）   

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
オート機器
事業 
（千円） 

情報機器事
業（千円） 

生活機器事
業（千円） 

住設機器事
業（千円） 

その他の事業
（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 
 7,197,748  1,923,248 3,923,369 775,396 140,810  13,960,574  － 13,960,574

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 54,041  500 282,769 440 98,058  435,811  (435,811) －

計  7,251,789  1,923,749 4,206,139 775,836 238,869  14,396,385  (435,811) 13,960,574

営業利益又は 

営業損失（△） 
 738,856  7,445 445,976 △110,610 38,514  1,120,182  (633,094) 487,088

事業区分 主要製品名および事業 

オート機器事業 門型洗車機・高圧洗車洗浄機、灯油配送ローリー、各種オイル交換機 

情報機器事業 ＬＥＤ表示機、工事用表示機、フルカラー表示システム 

生活機器事業 農産物低温貯蔵庫、米保管庫、パン焼き機・餅つき機など家庭用電気機器 

住設機器事業 建具製造業、建具工事業、管工事業 

その他の事業 保険代理業、不動産管理・賃貸業、ホテル業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年３月21日 

  至 平成20年12月20日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  14,737,806

Ⅱ 売上原価  10,338,083

売上総利益  4,399,723

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,043,573

営業利益  356,149

Ⅳ 営業外収益  121,888

Ⅴ 営業外費用  205,609

経常利益  272,428

Ⅵ 特別利益  1,064

Ⅶ 特別損失  59,786

税金等調整前四半期純利益  213,706

税金費用  162,757

四半期純利益  50,948

（２）連結販売実績

事業部門別  

  

 前第３四半期 

（平成21年３月期 

第３四半期）   

当第３四半期 

（平成22年３月期 

第３四半期）  

金額（千円）  
百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

オート機器事業  7,756,774  52.6  7,197,748  51.6

情報機器事業   2,005,012  13.6  1,923,248  13.8

生活機器事業   4,181,233  28.4  3,923,369  28.1

住設機器事業   655,810  4.4  775,396  5.6

その他の事業  138,975  0.9  140,810  1.0

合 計   14,737,806  100.0  13,960,574  100.0

エムケー精工㈱ （5906）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 11 －


