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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 13,406 △48.3 △373 ― △305 ― △222 ―

21年3月期第3四半期 25,913 ― 1,296 ― 1,293 ― 716 ―

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 △17.29 ―

21年3月期第3四半期 55.80 ―

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 19,880 11,015 55.4 857.97
21年3月期 19,952 11,396 57.1 887.63

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,015百万円 21年3月期  11,396百万円

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 ― 11.00 11.00
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  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 18,900 △37.6 △230 ― △140 ― △140 ― △10.90



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 

１．平成21年11月10日に公表いたしました連結業績予想について本資料において修正しております。 
２．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およ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。業績予想に関連する事項については、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。 

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 12,840,000株 21年3月期  12,840,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  592株 21年3月期  592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 12,839,408株 21年3月期第3四半期 12,839,408株



(1)業績結果 

当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）の当社グループの売上高は、当第２四半期連

結会計期間以降の増加傾向を受け、当第３四半期に入ってもさらに売上高の増加傾向が強まりました。その結果、当

第２四半期連結会計期間まで経常損失の計上を余儀なくされておりましたが、当第３四半期連結会計期間には経常利

益を確保し、赤字基調から黒字基調に転換いたしました。 

  

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）の業績につきましては、売上高134億6百万円

（前年同累計期間比48.3％減）、営業損失は3億7千3百万円（前年同累計期間は営業利益12億9千6百万円）、経常損

失は3億5百万円（前年同累計期間は経常利益12億9千3百万円）、四半期純損失は2億2千2百万円（前年同累計期間は

四半期純利益7億1千6百万円）となりました。 

  

(2)当社を取り巻く環境と施策 

当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業界、自

動車関連業界におきましては、新興国向けの輸出の回復や政府の景気対策の効果等により生産に持ち直しの動きが見

られました。しかし、依然として設備投資の本格的な回復までには至っておらず、当社グループの売上高は、前述の

５業界を含む各業界の売上水準そのものよりも、その設備投資水準に影響されるところが大きいことから、先行きに

つきましては予断を許さぬ状況が続いております。 

  

一方、前連結会計年度で大幅に下落した非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の16万6千円から12月は

23万5千円に、銅地金はトン当たり期初の43万円から12月は68万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の30万2千円

から12月は31万円となり、いずれも上昇傾向にあります。 

  

このような状況の中で当社グループは、大幅な売上高の減少に耐えうる体制を作るべく、組織のスリム化および事

業所の統廃合、業務効率の向上等による経費削減を実施すると共に、お客さまへの営業強化と、引き合いに対するフ

ォローを徹底することにより受注率の向上を図るなど、業績の回復に努めました。 

  

（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資産合計は、198億8千万円（前連結会計年度末比0.4％減）となりました。 

 流動資産は、131億6百万円（同2.9％増）となりました。変化の主な要因は、売上高増加に伴う現金及び預金

の増加4億5千7百万円と受取手形及び売掛金の増加3億1千7百万円、商品及び製品の減少4億7千9百万円でありま

す。 

 固定資産は、67億7千4百万円（同6.2％減）となりました。主なマイナス要因は、取得を上回る減価償却費の

計上により有形固定資産が3億8千9百万円減少したことであります。 

 負債合計は、88億6千5百万円（同3.6％増）となりました。主なプラス要因は、仕入高増加に伴う支払手形及

び買掛金の増加8億6千3百万円と余裕資金の状況を勘案して返済した短期借入金の減少5億円であります。 

 純資産は、110億1千5百万円（同3.3％減）となりました。 

 また、１株当たり純資産は、857円97銭と前連結会計年度末比で29円65銭減少いたしました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.1％から55.4％となりました。 

  

（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の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、営業活動による資金

の収入12億8百万円、投資活動による資金の支出8千4百万円、財務活動による資金の支出6億4千1百万円等によ

り前連結会計年度末に比べ4億5千7百万円増加し、35億6千2百万円となりました。  

 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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、12億8百万円の収入（前年同期比101.7％増）となりました。 

 主なプラス要因は、減価償却費5億4千9百万円とたな卸資産の減少額4億9千4百万円、仕入債務の増加額8億

6千1百万円であります。主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失3億5百万円と売上債権の増加額3億

1千7百万円であります。 

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



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、8千4百万円の支出（同90.2％減）となりました。 

 主な内容は、有形固定資産の取得による支出8千2百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、6億4千1百万円の支出（同39.9％減）となりました。 

 内容は、短期借入金返済による支出5億円と配当金の支払による支出1億4千1百万円であります。 

  

  

 平成22年３月期の通期業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間までの業績と現在の市場状況を勘案し

た結果、平成21年11月10日に公表いたしました通期業績予想の数値を上回る見込みとなりました。よって、サマリー

情報「３．平成22年３月期の連結業績予想」のとおり通期業績予想を修正しております。なお、詳細につきましては

平成22年２月５日に別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。  

  

 税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法により計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

（参考情報） 

 賞与規程を変更したことに伴い、財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定することになったた

め、従来、賞与引当金として計上していた未払従業員賞与につきましては、未払費用として計上しております。

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 3,562,653 3,105,211

受取手形及び売掛金 6,042,915 5,724,919

商品及び製品 3,101,409 3,581,245

原材料及び貯蔵品 20,368 29,594

繰延税金資産 35,219 34,666

その他 365,723 272,789

貸倒引当金 △22,223 △16,101

流動資産合計 13,106,066 12,732,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,605,232 6,596,196

減価償却累計額 △4,108,772 △3,917,352

建物及び構築物（純額） 2,496,460 2,678,844

機械装置及び運搬具 2,497,936 2,393,791

減価償却累計額 △1,176,265 △965,998

機械装置及び運搬具（純額） 1,321,671 1,427,792

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 2,848 66,592

その他 513,850 510,475

減価償却累計額 △420,610 △380,299

その他（純額） 93,239 130,175

有形固定資産合計 5,770,643 6,159,828

無形固定資産   

ソフトウエア 142,831 222,892

その他 80,903 82,055

無形固定資産合計 223,735 304,948

投資その他の資産   

投資有価証券 536,577 497,756

繰延税金資産 20,349 35,248

その他 223,607 222,811

投資その他の資産合計 780,534 755,816

固定資産合計 6,774,913 7,220,593

資産合計 19,880,980 19,952,919



（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 6,318,318 5,454,591

短期借入金 2,030,335 2,530,498

賞与引当金 － 78,979

役員賞与引当金 － 19,411

未払費用 334,886 277,175

その他 75,112 85,281

流動負債合計 8,758,653 8,445,937

固定負債   

退職給付引当金 － 14,360

役員退職慰労引当金 77,638 67,247

その他 28,815 28,750

固定負債合計 106,453 110,357

負債合計 8,865,106 8,556,294

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 9,312,882 9,676,132

自己株式 △713 △713

株主資本合計 10,933,566 11,296,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114,609 91,979

為替換算調整勘定 △32,302 7,829

評価・換算差額等合計 82,307 99,808

純資産合計 11,015,873 11,396,624

負債純資産合計 19,880,980 19,952,919



（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 25,913,014 13,406,410

売上原価 21,287,124 11,431,670

売上総利益 4,625,890 1,974,739

販売費及び一般管理費 3,329,625 2,348,119

営業利益又は営業損失（△） 1,296,264 △373,380

営業外収益   

受取利息 1,347 569

受取配当金 10,267 10,072

不動産賃貸料 54,857 54,857

為替差益 － 38,897

その他 4,467 9,089

営業外収益合計 70,939 113,485

営業外費用   

支払利息 11,999 19,296

不動産賃貸費用 11,276 16,948

支払手数料 3,820 3,575

為替差損 35,912 －

その他 11,068 5,593

営業外費用合計 74,077 45,414

経常利益又は経常損失（△） 1,293,125 △305,308

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（△）

1,293,125 △305,308

法人税等 576,671 △83,292

四半期純利益又は四半期純損失（△） 716,454 △222,016



（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（△）

1,293,125 △305,308

減価償却費 766,582 549,653

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,357 6,122

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,004 △79,399

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,911 △19,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,766 △14,360

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,836 10,391

受取利息及び受取配当金 △11,614 △10,642

支払利息 11,999 19,296

売上債権の増減額（△は増加） 2,073,435 △317,880

たな卸資産の増減額（△は増加） △492,808 494,515

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,739 861,840

その他 △66,909 44,232

小計 1,651,195 1,239,049

利息及び配当金の受取額 11,614 10,642

利息の支払額 △12,143 △16,176

法人税等の支払額 △1,051,457 △162,315

法人税等の還付額 － 137,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 599,208 1,208,360

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 △746,063 △82,336

有形固定資産の売却による収入 － 3,356

無形固定資産の取得による支出 △108,570 △20,198

投資有価証券の取得による支出 △1,573 △1,292

その他の支出 △7,835 △2,818

その他の収入 8,513 19,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △855,530 △84,063

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 208,651 －

短期借入金の返済による支出 △158,276 △500,000

長期借入金の返済による支出 △502,761 －

配当金の支払額 △615,191 △141,986

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,067,578 △641,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,013 △24,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,335,913 457,441

現金及び現金同等物の期首残高 3,339,814 3,105,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,003,901 3,562,653



 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）及び当第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） 

 当社グループの事業は、「金属事業」の単一セグメントでありますので、事業の種類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）及び当第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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の売上高の割合が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）及び当第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）  

 当社グループの海外売上高は、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〕

〔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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