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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 4,939 △24.0 136 △69.4 73 ― 1,107 ―

21年3月期第3四半期 6,496 △3.6 445 29.3 △591 ― △820 ―

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 144.23 ―

21年3月期第3四半期 △106.82 ―

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 12,845 4,484 34.9 584.33
21年3月期 13,385 3,413 25.5 444.51

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,484百万円 21年3月期  3,413百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 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 6,850 △14.2 150 △45.5 50 ― 480 ― 62.50
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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 

業績予想につきましては、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ます。実際の業績等は、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、上記業績予想に関する事項は、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。 

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 7,708,000株 21年3月期  7,708,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  33,295株 21年3月期  27,795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 7,677,455株 21年3月期第3四半期 7,680,714株
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【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 
  当第 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、リストラの進展や新興国向け外需等

により企業収益は回復傾向にあるものの、円高やデフレの懸念材料に加え、雇用・所得環 
境の悪化から個人消費が伸び悩むなど、依然として予断を許さない景況が続いております。 

  当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流

業界からの需要に力強さが感じられず、未だに厳しい経営環境に置かれております。 
  こうした状況の下、当社グループは、更なる原価の低減と在庫・固定費の圧縮に努め、

「売上が減少しても利益の出る経営体質」の構築に注力してまいりました。 
  その結果、当第 3 四半期の売上高は 4,939,774 千円（前年同期比 24.0％減）、営業利益

は経費の削減に努めたものの大幅な減収等により 136,122 千円（前年同期比 69.4％減）、

経常利益は 73,980 千円（前年同期は経常損失 591,064 千円）、四半期純利益は吉川旧工

場の売却益等により 1,107,295 千円（前年同期は四半期純損失 820,475 千円）となりま

した。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
   （資産） 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて 4.6%減少し、6,229,654 千円となりました。

これは主に、現金及び預金 265,395 千円と受取手形及び売掛金 246,404 千円が増加し、

棚卸資産が 521,860 千円減少したことによります。 
  固定資産は、前連結会計年度末に比べて 3.5%減少し、6,615,598 千円となりました。 
  これは主に、建物及び構築物が 289,712 千円減少したことによります。 
    この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 4.0%減少し、12,845,253 千円となり

ました。 
(負債) 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて 19.5%減少し、5,802,860 千円となりました。 
これは主に、未払法人税等が 600,643 千円増加し、短期借入金が 1,992,729 千円減少し

たことによります。 
  固定負債は、前連結会計年度末に比べて 7.5%減少し、2,557,825 千円となりました。 

これは主に、長期借入金 123,900 千円とリース契約補償損失引当金 67,370 千円が減少し

たことによります。 
  この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 16.2%減少し、8,360,686 千円とな

りました。 
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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 31.4%増加し、4,484,567 千円となりました。 

これは主に、吉川旧工場の売却益等により利益剰余金が 1,107,856 千円増加したことによ

ります。  
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
    当第３四半期連結累計期間における業績は、想定した範囲内で推移しており、従って、

通期の業績予想につきましては、平成 21 年 11 月２日に公表しました業績予想に変更は

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） 

該当事項はありません。 

(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 

 

（簡便な会計処理）  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額

を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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出する方法によっております。

  また、棚卸資産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

味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

(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。 

 

(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 

  該当事項はありません。 
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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 1,814,407 1,549,012

受取手形及び売掛金 2,023,305 1,776,900

有価証券 199,620 199,285

商品及び製品 1,010,398 1,349,323

仕掛品 337,156 390,340

原材料及び貯蔵品 570,649 700,400

未収還付法人税等 － 60,805

その他 277,389 503,796

貸倒引当金 △3,271 △1,542

流動資産合計 6,229,654 6,528,323

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,862,938 3,152,651

土地 2,319,600 2,364,666

その他（純額） 640,521 721,360

有形固定資産合計 5,823,060 6,238,678

無形固定資産 133,249 124,257

投資その他の資産   

その他 682,007 517,420

貸倒引当金 △22,717 △23,229

投資その他の資産合計 659,289 494,190

固定資産合計 6,615,598 6,857,126

資産合計 12,845,253 13,385,449
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 821,410 784,151

短期借入金 3,801,242 5,793,971

1年内返済予定の長期借入金 169,300 221,620

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払法人税等 600,643 －

賞与引当金 25,000 81,150

その他 345,264 286,074

流動負債合計 5,802,860 7,206,967

固定負債   

社債 － 20,000

長期借入金 193,800 317,700

退職給付引当金 317,918 313,846

役員退職慰労引当金 459,290 445,045

リース契約補償損失引当金 1,457,882 1,525,253

その他 128,935 142,696

固定負債合計 2,557,825 2,764,541

負債合計 8,360,686 9,971,509

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,696,500 1,696,500

資本剰余金 1,542,759 1,543,319

利益剰余金 1,515,484 407,628

自己株式 △8,998 △8,069

株主資本合計 4,745,744 3,639,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,491 △1,723

為替換算調整勘定 △278,669 △223,713

評価・換算差額等合計 △261,177 △225,437

純資産合計 4,484,567 3,413,940

負債純資産合計 12,845,253 13,385,449
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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 6,496,964 4,939,774

売上原価 4,788,406 3,633,404

売上総利益 1,708,558 1,306,369

販売費及び一般管理費 1,263,499 1,170,247

営業利益 445,059 136,122

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,948 5,854

受取賃貸料 29,701 79,473

為替差益 － 13,896

物品売却益 17,342 1,578

その他 18,102 26,032

営業外収益合計 72,095 126,834

営業外費用   

支払利息 39,024 47,667

為替差損 916,784 －

賃借料 108,809 101,244

その他 43,600 40,064

営業外費用合計 1,108,219 188,976

経常利益又は経常損失（△） △591,064 73,980

特別利益   

固定資産売却益 334 1,455,768

賞与引当金戻入額 7,015 26,330

リース契約補償損失引当金戻入額 － 47,777

過年度損益修正益 7,520 －

その他 2,175 3,677

特別利益合計 17,046 1,533,553

特別損失   

固定資産除売却損 2,597 171

投資有価証券評価損 5,000 －

過年度損益修正損 － 3,887

工場移転費用 116,450 －

その他 432 1,697

特別損失合計 124,482 5,757

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（△）

△698,500 1,601,776

法人税、住民税及び事業税 7,625 588,884

法人税等調整額 114,350 △94,403

法人税等合計 121,975 494,481

四半期純利益又は四半期純損失（△） △820,475 1,107,295
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(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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