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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 3,800 △33.7 △431 ― △436 ― △649 ―

21年3月期第3四半期 5,731 ― 28 ― △63 ― △83 ―

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 △65.06 ―

21年3月期第3四半期 △8.40 ―

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 7,933 933 11.7 93.34
21年3月期 8,526 1,596 18.7 159.77

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  931百万円 21年3月期  1,595百万円

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）

0.00 0.00

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 5,200 △27.0 △440 ― △490 ― △680 ― △68.11
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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 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、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。 

(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 

 上記の予想は本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確定な要因に係る仮定を前提としています。実際の業
績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の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参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  16,815株 21年3月期  16,815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  9,983,185株 21年3月期第3四半期  9,983,185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、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるとの観測はあ

るものの、急激な為替変動による企業収益への影響や雇用・所得環境にも改善が見られず、依然として厳

しい状況が続いています。  

 当社グループに関連する工業用機械刃物業界におきましても、回復の傾向はみられるもののその足取り

は遅く、依然として前年を下回る需要減の中で経過しました。  

 このような環境のなかで、当社グループの第３四半期連結累計期間における業績は、需要の回復傾向は

見られるもののその足取りは緩慢で、工業用機械刃物においては鉄鋼・合板・情報通信関連など主力分野

向けをはじめあらゆる分野の売上高は、漸く前年同期に比べ約68％まで回復したに留まりました。 

 産業用機械及び部品においても、海外向け部品の一部に回復傾向が見られるものの、設備投資の抑制や

工作機械受注の減少などの影響が大きく、売上高は前年同期に比べ約58％となりました。 

 緑化造園においては、公共工事抑制の影響を受けるなか、自動車関連の大型植栽工事施工など民間需要

や管理業務などの需要拡大を図り、売上高の減少を 小限にとどめました。 

 この結果、連結売上高は38億円と前年同期比33.7％減となりました。売上高の低迷に加え、受注額の減

少による工場操業度の低下や諸資材・原材料高騰などの影響もあり、損益面におきましては、営業損失４

億31百万円（前年同期は営業利益28百万円）、経常損失４億36百万円（前年同期は経常損失63百万円）を

計上することとなりました。特別損益におきましては、投資有価証券の一部売却による売却益を計上し、

また、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、その一部を取り崩すこととし、四半期純損失は６億49

百万円（前年同期は四半期純損失83百万円）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５億93百万円減少し、79億33

百万円となりました。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億50百万円減少し、55億５百万円となりました。主な要因は、

受取手形及び売掛金とたな卸資産が４億91百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億42百万円減少し、24億27百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、37億68百万円となりました。主な要因は、支払

手形や従業員短期預り金の減少などによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億24百万円増加し、32億31百万円となりました。主な要因は、

長期借入金や退職給付引当金が増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ６億63百万円減少し、９億33百万円となりました。主な要因は、四

半期純損失の計上によるものであります。 
  

当第３四半期連結累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３億58百万円増加し、16億93百万円となりました。 

 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。 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は１億55百万円となりました。これは

売上債権の減少額２億48百万円、たな卸資産の減少額２億43百万円、減価償却費２億５百万円などがあ

ったものの、税金等調整前四半期純損失が３億96百万円、仕入債務の減少額３億47百万円などがあった

ことを反映したものであります。 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は81百万円となりました。これは主に

定期預金の預入と払戻の差額91百万円、投資有価証券の売却による収入50百万円などがあったことを反

映したものであります。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は４億32百万円となりました。これは

主に長・短期借入金の借入と返済の差額４億63百万円などによるものであります。 

  

 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

(1)資産、負債および純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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今後のわが国経済の見通しにつきましては、中国向け需要などに支えられ輸出や生産の持ち直しの傾向

が続くものと見られるものの、国内景気においては個人消費や設備投資の基調が引き続き弱含みであり、

円高およびデフレ進行など景気低迷からの脱却をまだ見通せない厳しい環境が続くと予想されます。  

 このような環境のもと、当社グループ平成22年３月期の通期業績は、当第３四半期における受注・売上

が当初想定した水準にまで回復していないことなどの影響を受け、また、繰延税金資産の回収可能性を勘

案し、その一部を取り崩し処理したことなどにより、売上高ならびに損益面で当初の予想を大きく下回る

見通しとなりました。 

 今後に向けては受注・引合等に回復の動きも見られ、幾分の好転も期待されますが、通期業績は予想を

下回る見通しとなり、連結ならびに個別業績予想を修正いたします。 

 今回修正予想と平成21年10月30日に発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりでありま

す。具体的内容につきましては、本日（平成22年２月５日）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。 

  

  （通期連結業績予想） 

 
  
  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計
期間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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第1四半期連結会計期間より
適用し、第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗
部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比
例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 なお、これによる売上高、売上総利益、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与
える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

 前回発表予想（Ａ） 5,500 △280 △300 △300 △30 05

 今回修正予想（Ｂ） 5,200 △440 △490 △680 △68 11

 増減額（Ｂ－Ａ） △300 △160 △190 △380 ―

 増減率（％） △5.5     ―     ―    ― ―

 前期実績 7,120 △66 △201 △173 △17 41

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：百万円）

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 1,848 1,531

受取手形及び売掛金 1,565 1,813

製品 648 761

仕掛品 704 719

原材料及び貯蔵品 556 670

繰延税金資産 129 129

その他 93 71

貸倒引当金 △39 △41

流動資産合計 5,505 5,656

固定資産   

有形固定資産 1,591 1,647

無形固定資産 121 146

投資その他の資産   

投資有価証券 237 282

繰延税金資産 289 520

その他 209 298

貸倒引当金 △22 △26

投資その他の資産合計 714 1,076

固定資産合計 2,427 2,870

資産合計 7,933 8,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 562 936

短期借入金 2,776 2,396

リース債務 42 26

未払法人税等 13 15

賞与引当金 10 18

その他 362 429

流動負債合計 3,768 3,823

固定負債   

長期借入金 2,376 2,293

リース債務 145 99

退職給付引当金 145 66

役員退職慰労引当金 113 119

長期預り金 450 526

固定負債合計 3,231 3,106

負債合計 7,000 6,930
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（単位：百万円）

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 500 500

資本剰余金 194 194

利益剰余金 261 911

自己株式 △3 △3

株主資本合計 952 1,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 40

為替換算調整勘定 △40 △48

評価・換算差額等合計 △21 △7

少数株主持分 1 1

純資産合計 933 1,596

負債純資産合計 7,933 8,526
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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：百万円）

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 5,731 3,800

売上原価 4,380 3,217

売上総利益 1,350 583

販売費及び一般管理費 1,321 1,014

営業利益又は営業損失（△） 28 △431

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 5 4

持分法による投資利益 32 7

補助金収入 － 88

その他 20 23

営業外収益合計 61 127

営業外費用   

支払利息 92 95

為替差損 12 5

シンジケートローン手数料 19 －

その他 28 31

営業外費用合計 153 132

経常損失（△） △63 △436

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 5

投資有価証券売却益 － 35

特別利益合計 4 41

特別損失   

固定資産除却損 15 －

投資有価証券評価損 31 1

特別損失合計 47 1

税金等調整前四半期純損失（△） △106 △396

法人税、住民税及び事業税 18 10

法人税等調整額 △40 242

法人税等合計 △22 252

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △83 △649
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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損失（△） △106 △396

減価償却費 184 205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △144 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △92 78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △6

受取利息及び受取配当金 △7 △7

補助金収入 － △88

支払利息 92 95

固定資産除却損 15 0

為替差損益（△は益） 2 1

持分法による投資損益（△は益） △21 △6

投資有価証券売却損益（△は益） － △35

売上債権の増減額（△は増加） 159 248

たな卸資産の増減額（△は増加） △163 243

前渡金の増減額（△は増加） △0 1

未収入金の増減額（△は増加） 0 △3

破産更生債権等の増減額（△は増加） 4 4

仕入債務の増減額（△は減少） △93 △347

未払金の増減額（△は減少） 0 △2

未払消費税等の増減額（△は減少） △15 13

預り金の増減額（△は減少） △44 4

長期預り金の増減額（△は減少） 24 △76

その他 13 △60

小計 △194 △146

利息及び配当金の受取額 7 7

補助金の受取額 － 88

利息の支払額 △91 △90

法人税等の支払額 △16 △15

営業活動によるキャッシュ・フロー △293 △155

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 △101 △68

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 0 50

無形固定資産の取得による支出 △13 －

定期預金の預入による支出 △120 △72

定期預金の払戻による収入 127 163

従業員に対する貸付けによる支出 △6 △2

従業員に対する貸付金の回収による収入 13 1

その他 － 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △102 81
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（単位：百万円）

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) 

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） 129 351

長期借入れによる収入 1,300 950

長期借入金の返済による支出 △810 △838

リース債務の返済による支出 － △30

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △49 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 569 432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170 358

現金及び現金同等物の期首残高 1,182 1,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,352 1,693
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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) 

 
(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・工事 

 
  

  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) 

 
(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・工事 

 
  

(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】

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,288 1,000 442 5,731 ― 5,731

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 0 23 24 (24) ―

計 4,288 1,001 466 5,756 (24) 5,731

営業利益又は営業損失(△) 463 △60 6 409 (380) 28

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,898 578 323 3,800 ― 3,800

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 0 8 8 (8) ―

計 2,898 578 331 3,808 (8) 3,800

営業利益又は営業損失(△) △69 △71 8 △131 (300) △431

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事
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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)および当第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)において、全セグメントの売上高の合計に占める

日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 845 174 1,020

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 5,731

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.8 3.0 17.8

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 654 68 722

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 3,800

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.2 1.8 19.0

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国、ロシア

(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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当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) １ 金額は販売価格であり、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

工業用機械刃物 2,896 △32.8

産業用機械及び部品 467 △54.6

緑化造園 323 △26.4

合計 3,687 △36.2

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

工業用機械刃物 2,881 △34.0 620 △39.8

産業用機械及び部品 643 △22.4 135 ＋160.4

緑化造園 376 △8.9 104 ＋27.1

合計 3,901 △30.5 860 △26.1

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

工業用機械刃物 2,898 △32.4

産業用機械及び部品 578 △42.2

緑化造園 323 △27.0

合計 3,800 △33.7
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