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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 15,966 △23.3 △87 ― △78 ― △136 ―
21年3月期第3四半期 20,814 ― 374 ― 386 ― 69 ―

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 △21.61 ―
21年3月期第3四半期 10.69 ―

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 14,880 6,017 40.4 949.50
21年3月期 18,185 6,220 34.2 981.21

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,017百万円 21年3月期  6,220百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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 24,000 △16.5 125 △76.8 146 △73.2 0 △100.0 0.00
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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、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） 

(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 
 本資料で記載されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれており
ます。その為、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 
 当第１四半期連結会計期間より、端数処理の方法を四捨五入から切捨てに変更しております。 

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 6,470,000株 21年3月期  6,470,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  132,174株 21年3月期  131,111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 6,338,025株 21年3月期第3四半期 6,411,536株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経
済対策や新興国の景気回復等により、持ち直しの兆しが見られたものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低
迷など、実体経済は引き続き厳しく、企業の設備投資意欲は依然として冷え込んだ状況で推移いたしまし
た。  
 このような状況のもと、当企業グループにおきましては、「経営基盤と企業価値の向上」を目指し、全
国36ヶ所のセールスネットワークを活かした水平展開により、既存事業領域である石油化学、鉄鋼、電力
業界等においては安定運転維持に必要な設備更新需要やメンテナンス機器需要の確実な取り込みに注力し
たほか、新規事業領域である、自動車産業市場や中国市場への営業を推進してまいりました。また、利益
率向上運動や経費節減運動を鋭意展開し、収益力の強化にも取り組んでまいりました。  
 しかしながら、当社事業領域においては、造船・舶用業界では底堅い需要があったものの、機械製造業
を始めとした、その他業界における設備投資低迷の影響を受け、売上高が前年同四半期比で減少いたしま
した。  
 その結果、売上高は159億66百万円（前年同四半期比23.3％減）となり、売上総利益は24億95百万円
（前年同四半期比25.8%減）となりました。また、利益面につきましては、全社的な経費節減運動の継続
により販売費及び一般管理費の節減に努めたものの、売上高の減少に伴い営業損失は87百万円（前年同四
半期は営業利益３億74百万円）、経常損失は78百万円（前年同四半期は経常利益３億86百万円）、四半期
純損失は投資有価証券評価損（58百万円）の計上等により、１億36百万円（前年同四半期は四半期純利益
69百万円）となりました。  
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ33億３百万円減少し148億80
百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ31億92百万円減少したこと
が主な要因であります。 
 一方、負債の部では主に支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ21億91百万円減少したことによ
り、負債合計は前連結会計年度末に比べ31億１百万円減少し88億63百万円となりました。 
 純資産は剰余金の配当による減少が82百万円あること、第３四半期純損失が１億36百万円であること等
により、前連結会計年度末に比べ２億２百万円減少し60億17百万円となりました。 
 その結果、自己資本比率は40.4%、１株当たり純資産は949.50円となりました。 
  
 営業活動によるキャッシュ・フロー  
 営業活動の結果、増加した資金は２億65百万円となり、前年同四半期２億80百万円の減少に比べ５億44
百万円増加いたしました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。 
 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75百万円となり、前年同四半期96百万円の減少に比べ支出が20百万円
減少いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出の減少が無形固定資産の取得による支出を上
回ったことによるものであります。  
 これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフ
リー・キャッシュ・フローは、１億89百万円のプラスとなりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フロー  
 財務活動の結果、減少した資金は６億35百万円となり、前年同四半期１億93百万円の増加に比べ支出が
８億27百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。  
 以上の結果、第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ４億
45百万円減少し、16億３百万円となりました。 
  

今後の見通しにつきましては、昨年からの受注低下傾向には底打ちの兆しが見られるものの、先行きの
不透明感は拭えず、本格的な景気回復には、なお時間が掛かるものと予想されます。当社事業領域におき
ましても、依然として設備投資に慎重な姿勢をとる企業が多く、引き続き厳しい状況で推移するものと想
定され、大幅な業績回復は見込めない状況です。  
 平成22年３月期の連結業績見通しにつきましては、平成21年10月16日に開示いたしましたとおり、売上
高240億円（前連結会計年度比16.5％減）、営業利益１億25百万円（前連結会計年度比76.8％減）、経常
利益１億46百万円（前連結会計年度比73.2％減）、当期純利益０百万円（前連結会計年度比100.0％減）
を見込んでおります。 
  

【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
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該当事項はありません。 
  

 固定資産の減価償却の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

  

該当事項はありません。 
  

  

4. その他

(1) 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 1,603,281 2,048,768

受取手形及び売掛金 9,346,211 12,538,564

商品及び製品 637,299 416,158

仕掛品 19,918 29,384

原材料 64,922 57,137

その他 385,286 286,183

貸倒引当金 △7,436 △9,985

流動資産合計 12,049,484 15,366,208

固定資産   

有形固定資産 1,566,623 1,600,620

無形固定資産 103,352 60,791

投資その他の資産   

その他 1,248,670 1,227,729

貸倒引当金 △87,212 △70,575

投資その他の資産合計 1,161,458 1,157,154

固定資産合計 2,831,434 2,818,565

資産合計 14,880,919 18,184,773

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,665,276 9,857,084

短期借入金 83,156 1,135,363

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

未払法人税等 370 113,313

賞与引当金 75,709 314,500

役員賞与引当金 1,000 17,368

その他 213,508 240,689

流動負債合計 8,139,019 11,678,317

固定負債   

長期借入金 500,000 100,000

引当金 223,479 184,896

その他 680 1,803

固定負債合計 724,159 286,699

負債合計 8,863,178 11,965,016
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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 1,533,400 1,533,400

資本剰余金 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 2,966,016 3,185,377

自己株式 △47,741 △47,485

株主資本合計 6,019,224 6,238,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,247 △13,443

為替換算調整勘定 △9,731 △5,642

評価・換算差額等合計 △1,483 △19,085

純資産合計 6,017,741 6,219,757

負債純資産合計 14,880,919 18,184,773
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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 20,814,353 15,966,236

売上原価 17,451,075 13,471,020

売上総利益 3,363,279 2,495,216

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,276,435 1,195,374

賞与引当金繰入額 358,440 221,938

役員賞与引当金繰入額 18,000 1,000

退職給付費用 66,229 81,995

役員退職慰労引当金繰入額 11,960 12,483

貸倒引当金繰入額 22,137 13,768

その他 1,236,086 1,056,216

販売費及び一般管理費合計 2,989,286 2,582,776

営業利益又は営業損失（△） 373,993 △87,559

営業外収益   

受取利息 2,905 2,059

受取配当金 6,831 4,379

仕入割引 12,537 8,866

為替差益 4,587 1,449

その他 10,389 16,654

営業外収益合計 37,249 33,410

営業外費用   

支払利息 11,670 11,388

支払保証料 7,612 10,687

貸倒引当金繰入額 － 320

その他 5,918 2,114

営業外費用合計 25,201 24,511

経常利益又は経常損失（△） 386,041 △78,660

特別利益   

固定資産処分益 120 －

償却債権取立益 638 －

過年度損益修正益 － 21,987

特別利益合計 758 21,987
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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) 

特別損失   

有形固定資産除却損 82 －

ソフトウエア除却損 － 599

投資有価証券売却損 1,382 －

投資有価証券評価損 34,365 58,259

退職給付費用 78,178 －

減損損失 － 1,136

その他 5,056 592

特別損失合計 119,063 60,588

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

267,736 △117,262

法人税、住民税及び事業税 85,775 36,292

法人税等調整額 113,425 △16,594

法人税等合計 199,200 19,698

四半期純利益又は四半期純損失（△） 68,536 △136,960
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

267,736 △117,262

減価償却費 65,912 67,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,092 14,088

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,578 28,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,811 10,071

受取利息及び受取配当金 △9,735 △6,439

支払利息 11,670 11,388

為替差損益（△は益） △4,587 △1,449

有形固定資産除却損 82 －

有形固定資産処分損益（△は益） △120 －

投資有価証券売却損益（△は益） 1,382 －

投資有価証券評価損益（△は益） 34,365 58,259

売上債権の増減額（△は増加） 205,798 3,192,326

たな卸資産の増減額（△は増加） △460,802 △219,473

その他の流動資産の増減額（△は増加） 147,372 3,203

仕入債務の増減額（△は減少） △54,793 △2,191,789

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,540 △263,356

その他 △75,546 △72,485

小計 92,674 512,901

利息及び配当金の受取額 8,801 6,105

利息の支払額 △12,092 △11,895

法人税等の支払額 △369,007 △241,849

営業活動によるキャッシュ・フロー △279,624 265,262

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △90,341 △17,774

無形固定資産の取得による支出 △7,990 △57,806

投資有価証券の売却による収入 1,918 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,413 △75,581

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） 232,771 △1,052,165

長期借入れによる収入 100,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

自己株式の取得による支出 △45,276 △256

配当金の支払額 △89,867 △82,697

財務活動によるキャッシュ・フロー 192,628 △635,118

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,393 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,802 △445,486

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,357 2,048,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,380,554 1,603,281
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

当企業グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ

ーに販売(一部製造販売)している専門商社であり、取扱商品の性質、販売市場等の類似性から判断して、

事業種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

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) 

当企業グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ

ーに販売(一部製造販売)している専門商社であり、取扱商品の性質、販売市場等の類似性から判断して、

事業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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、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４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、そ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４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

 当第３四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

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】

【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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 該当事項はありません。 

  

   
  

  

6. その他の情報
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