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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 10,218 △9.7 518 △49.1 505 △49.2 265 △48.1
21年3月期第3四半期 11,321 ― 1,019 ― 996 ― 510 ―

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 8,293.23 ―
21年3月期第3四半期 15,976.52 15,958.06

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 12,109 7,924 65.4 247,825.67
21年3月期 12,415 7,819 63.0 244,524.91

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,924百万円 21年3月期  7,819百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
22年3月期 ― 2,500.00 ―
22年3月期 

（予想）
2,500.00 5,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 13,500 △14.1 580 △56.0 550 △56.9 330 △50.0 10,319.59
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 41,920株 21年3月期  41,920株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  9,942株 21年3月期  9,942株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 31,978株 21年3月期第3四半期 31,978株

※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６日に公表いたしました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あたっての注意事項等につい
ては４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の各種対策により景況回復の兆しが見え始めてきております。

しかし、企業収益はきわめて低水準で推移し設備投資も抑制されていることに加え、厳しい雇用・所得環境が続いて

いることから、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 当業界におきましては、民間設備投資の大幅な減少は当業界の需給関係を一層厳しくさせており、企業間の受注・

価格競争はかつてない激しい環境が継続しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。しかし、景気低迷による受注見込み案件の

延期や中止などの影響により、売上高は10,218百万円（前年同期比9.7％減）となりました。 

 利益につきましては、製造販売一体となり生産効率アップのための改善活動を推進しましたが、減収の影響が大き

く営業利益は518百万円（前年同期比49.1％減）、経常利益は505百万円（前年同期比49.2％減）、四半期純利益は

265百万円（前年同期比48.1％減）となりました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

現金及び預金が142百万円増加及び棚卸資産が184百万円の増加があったものの、売上債権の回収による売掛金659百

万円減少したことなどにより、流動資産合計は前事業年度末比255百万円（3.0％）減少し、8,350百万円となりまし

た。 

（固定資産） 

九州工場の新塗装ライン工事完了などにより機械及び装置が22百万円増加したものの、減価償却等により建物が23百

万円、工具器具及び備品が31百万円それぞれ減少いたしました。これらの結果、固定資産合計は前事業年度末比50百

万円（1.3％）減少し、3,758百万円となりました。 

（流動負債） 

法人税等の中間納付により未払法人税等289百万円の減少に加えて未払金100百万円の減少等により、流動負債合計は

前事業年度末比477百万円（12.9％）減少し、3,229百万円となりました。 

（固定負債） 

長期借入金が50百万円増加及び、退職給付引当金15百万円の増加により、固定負債合計は前事業年度末比65百万円

（7.4％）増加し、955百万円となりました。 

（純資産） 

利益剰余金は配当金の支払により159百万円の減少の一方で四半期純利益265百万円を計上し、105百万円増加してお

ります。この結果、純資産合計は前事業年度末比105百万円（1.3％）増加し、7,924百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで300百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで144百万円の資金の減少があったものの、営業活動に

よるキャッシュ・フローで588百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ142百万円（5.0％）増加し、3,018百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による資金の増加は588百万円となりました（前年同期は413百万円の増

加）。これは法人税等の支払額508百万円があったものの、売上債権の減少590百万円による資金の増加に加え、税引

前四半期純利益505百万円などがあったこと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） 

 当第３四半期累計期間における投資活動による資金の減少は300百万円となりました（前年同期434百万円の減

少）。これは九州工場の新塗装ライン工事完了等に伴う有形固定資産取得による支出275百万円などがあったことに

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による資金の減少は144百万円となりました（前年同期は327百万円の減

少）。これは長期借入れによる収入300百万円があったものの、長期借入金の返済による支出234百万円及び配当金の

支払額159百万円などがあったことによるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 今後の見通しにつきましては、民間設備投資の大幅な減少は当業界の需給関係を一層厳しくさせており、企業間の

受注・価格競争は今後も続くものと思われます。  

 当第３四半期の売上高は、前回発表の予想通り推移しておりますが、利益につきましては全社的コスト削減により

予想数値をわずかながら上回る水準となりましたので営業利益、経常利益及び当期純利益を修正いたしました。 

 なお、平成21年11月６日発表「平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」における業績予想との差異は以

下の通りです。  

（通期） 

  

固定資産の減価償却の方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して計算しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．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） 13,500 500 470 280 8,756 02 

今回修正予想（Ｂ） 13,500 580 550 330 10,319 59 

増減額（Ｂ－Ａ） － 80 80 50 － 

増減率（％） － 16.0 17.0 17.9  － 

前期実績 15,710 1,317 1,276 660 20,655 59 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,118 2,976

受取手形 1,222 1,147

売掛金 2,076 2,736

製品 1,019 880

仕掛品 233 215

原材料 214 187

繰延税金資産 372 442

その他 93 22

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 8,350 8,606

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,354 1,378

その他（純額） 1,574 1,592

有形固定資産合計 2,929 2,971

無形固定資産 117 137

投資その他の資産   

繰延税金資産 271 265

その他 443 439

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 711 701

固定資産合計 3,758 3,809

資産合計 12,109 12,415

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,238 1,244

短期借入金 400 450

1年内返済予定の長期借入金 249 235

未払法人税等 － 289

賞与引当金 238 268

その他 1,101 1,218

流動負債合計 3,229 3,706

固定負債   

長期借入金 300 250

退職給付引当金 654 639

固定負債合計 955 889

負債合計 4,184 4,596
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 6,190 6,085

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,924 7,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 7,924 7,819

負債純資産合計 12,109 12,415
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(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 11,321 10,218

売上原価 8,121 7,582

売上総利益 3,200 2,636

販売費及び一般管理費 2,180 2,117

営業利益 1,019 518

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 4 3

受取賃貸料 6 6

その他 23 20

営業外収益合計 37 31

営業外費用   

支払利息 14 11

売上債権売却損 26 21

その他 20 10

営業外費用合計 61 44

経常利益 996 505

特別利益   

固定資産売却益 3 －

その他 － 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

投資有価証券評価損 39 －

その他 4 0

特別損失合計 44 0

税引前四半期純利益 954 505

法人税、住民税及び事業税 244 176

法人税等調整額 200 64

法人税等合計 444 240

四半期純利益 510 265
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 954 505

減価償却費 247 281

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 15

賞与引当金の増減額（△は減少） 30 △29

受取利息及び受取配当金 △7 △4

受取保険金 － △5

会員権売却損益（△は益） － △0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 39 －

支払利息 14 11

固定資産除売却損益（△は益） 1 0

売上債権の増減額（△は増加） △59 590

たな卸資産の増減額（△は増加） △143 △184

仕入債務の増減額（△は減少） 195 △6

未払消費税等の増減額（△は減少） △70 △40

その他の資産の増減額（△は増加） △11 △19

その他の負債の増減額（△は減少） △325 △14

小計 867 1,099

利息及び配当金の受取額 7 4

利息の支払額 △13 △12

法人税等の支払額 △447 △508

その他の収入 － 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 413 588

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 △377 △275

有形固定資産の売却による収入 62 －

無形固定資産の取得による支出 △13 △21

投資有価証券の取得による支出 △34 －

固定資産の除却による支出 △3 －

差入保証金の差入による支出 △8 △0

その他 △59 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △434 △300

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） △50 △50

長期借入れによる収入 200 300

長期借入金の返済による支出 △318 △234

配当金の支払額 △159 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー △327 △144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △348 142

現金及び現金同等物の期首残高 2,609 2,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,261 3,018
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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