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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 5,675 △8.7 180 ― 137 ― 83 ―

21年3月期第3四半期 6,216 ― △198 ― △245 ― △187 ―

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 11.68 ―

21年3月期第3四半期 △26.09 ―

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 9,428 2,234 23.7 311.16
21年3月期 9,516 2,156 22.7 300.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,234百万円 21年3月期  2,156百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 8,500 △6.3 350 102.5 290 164.4 180 707.9 25.07
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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．その他をご覧下さい。 

(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 7,200,000株 21年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  19,358株 21年3月期  19,358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 7,180,642株 21年3月期第3四半期 7,183,140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２２年３月期の業績予想は平成２１年５月１５日付で公表した業績予想を修正しております。詳細については本日公表いたしました「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した業績予想などの将来に関する記述については、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき、合理的であると判断する一定
の前提に基づいた見通しとなっております。したがって、様々な要因により実際の業績等は上記予想と異なる場合があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策の効果や輸出の増加等により、景気は
持ち直してきているとの見方がある一方で、企業収益の低迷や設備投資の減少、厳しい雇用状況等が続く
など、引き続き不透明な状況で推移いたしました。 
このような先の見通しにくい経済環境の中で、当社の主要顧客である民間製造業も積極的な業容拡大に

動き出すまでには至っていないことから、当社の呼吸用保護具の受注状況は、第３四半期も苦戦を強いら
れ、売上高は、前年同四半期比で５億４１百万円減少の５６億７５百万円となりました。 
一方、利益面につきましては、期初から生産の効率化及び製造原価の低減に全社をあげて取り組んでき

た結果、前年同四半期との比較では、売上総利益率は７％以上改善し、売上総利益は３億７百万円増加の
１７億７２百万円となりました。 
また、販売費及び一般管理費につきましても、期初からの経費削減策により、前年同四半期比で７１百

万円の減少となりました。 
この結果、営業利益は１億８０百万円（前年同四半期比３億７８百万円の増加）、経常利益は１億３７

百万円（前年同四半期比３億８３百万円の増加）、四半期純利益は８３百万円（前年同四半期比２億７１
百万円の増加）となり、いずれも前年同四半期を大きく上回ることができました。 

  

当第３四半期におきましては、前事業年度末に比べて、総資産は８８百万円減少の９４億２８百万
円、負債合計は１億６５百万円減少の７１億９４百万円となり、純資産は７７百万円増加の２２億３４
百万円となりました。この結果、当第３四半期末時点での自己資本比率は２３.７％となりました。 

  

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より４５百万
円減少し、４億２４百万円となりました。 

当第３四半期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。 

営業活動の結果使用した資金は、２５百万円（前年同四半期は、使用した資金が６２百万円）とな
りました。これは主に、税引前四半期純利益１億４９百万円、減価償却費２億８５百万円、売上債権
の減少３億４１百万円、債権売却未収入金の減少１億１５百万円、棚卸資産の増加５億５１百万円、
仕入債務の減少３億２２百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、１億３４百万円（前年同四半期は、使用した資金が３億７０百万
円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億４９百万円、定期預金の預入に
よる支出２０百万円、投資有価証券の取得等による支出７５百万円、投資その他の資産の収入１億７
百万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、１億１４百万円（前年同四半期は、得られた資金が５億８２百万
円）となりました。これは主に、短期借入金の純減額７５百万円、長期借入れによる収入８億５０百
万円、長期借入金の返済による支出３億３９百万円、社債の償還による支出２億６３百万円、ファイ
ナンス・リース債務の返済による支出２１百万円、配当金の支払３５百万円等によるものです。 

平成２２年３月期の通期業績予想につきましては、平成２１年５月１５日に公表いたしました通期業績
予想を修正いたしております。詳しくは、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。 

  

・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

(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸額の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の
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。 
 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格
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっています。 
④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の事業予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 

 （役員退職慰労引当金） 
従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成２１年６月２６日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止を決
議いたしました。 
これにより役員退職慰労引当金を、固定負債「その他」に計上しております。 

  

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

(3) 追加情報
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

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 1,114,552 1,139,989

受取手形及び売掛金 2,194,014 2,545,477

商品及び製品 1,539,174 1,161,041

仕掛品 231,760 166,541

原材料及び貯蔵品 700,832 592,433

その他 139,258 215,235

貸倒引当金 △2,175 △2,577

流動資産合計 5,917,416 5,818,141

固定資産   

有形固定資産 2,832,353 2,909,288

無形固定資産 80,567 100,570

投資その他の資産 611,649 702,005

貸倒引当金 △13,577 △13,579

固定資産合計 3,510,993 3,698,286

資産合計 9,428,410 9,516,427

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,036,968 2,359,583

短期借入金 1,000,000 1,075,000

1年内返済予定の長期借入金 530,996 435,996

1年内償還予定の社債 333,800 333,800

賞与引当金 46,628 75,865

その他 220,488 259,539

流動負債合計 4,168,881 4,539,784

固定負債   

社債 812,100 1,075,900

長期借入金 1,524,178 1,108,675

その他の引当金 395,883 493,286

その他 293,053 141,803

固定負債合計 3,025,215 2,819,665

負債合計 7,194,096 7,359,449

（株）重松製作所（7980）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

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 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,277,568 1,229,632

自己株式 △9,856 △9,856

株主資本合計 2,110,289 2,062,353

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124,024 94,624

評価・換算差額等合計 124,024 94,624

純資産合計 2,234,314 2,156,978

負債純資産合計 9,428,410 9,516,427
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

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 6,216,877 5,675,786

売上原価 4,751,442 3,903,218

売上総利益 1,465,434 1,772,567

販売費及び一般管理費 1,663,498 1,592,483

営業利益又は営業損失（△） △198,063 180,084

営業外収益   

受取利息 2,707 1,918

受取賃貸料 － 7,390

受取配当金 10,034 11,435

その他 21,321 12,446

営業外収益合計 34,063 33,191

営業外費用   

支払利息 60,324 58,771

その他 20,821 16,573

営業外費用合計 81,145 75,344

経常利益又は経常損失（△） △245,145 137,931

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,705 404

その他 － 13,762

特別利益合計 1,705 14,167

特別損失   

固定資産除却損 56,774 3,006

特別損失合計 56,774 3,006

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △300,213 149,092

法人税、住民税及び事業税 3,499 4,785

法人税等調整額 △116,295 60,467

法人税等合計 △112,795 65,252

四半期純利益又は四半期純損失（△） △187,418 83,839
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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又は税引前四半期純損失
（△）

△300,213 149,092

減価償却費 369,031 285,536

固定資産除却損 56,802 3,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,786 △404

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,896 △29,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,845 △2,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,520 △94,890

受取利息及び受取配当金 △12,742 △13,354

支払利息 60,324 58,771

手形売却損 12,984 10,341

売上債権の増減額（△は増加） 480,825 341,122

債権売却未収入金の増減額(△は増加) △69,391 115,545

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,149 △551,751

仕入債務の増減額（△は減少） △395,524 △322,615

未払費用の増減額（△は減少） 44,501 29,701

その他 △11,408 46,670

小計 5,032 25,022

利息及び配当金の受取額 12,828 13,819

利息の支払額 △64,158 △58,145

法人税等の支払額 △15,955 △6,054

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,252 △25,357

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △348,938 △149,160

無形固定資産の取得による支出 △11,214 △4,928

投資有価証券の取得による支出 － △75,000

貸付けによる支出 － △5,960

貸付金の回収による収入 4,955 13,146

投資その他の資産の増減額（△は増加） 4,993 107,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,203 △134,675

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） 1,012,500 △75,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,077 △21,203

長期借入れによる収入 300,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △379,497 △339,497

社債の償還による支出 △263,800 △263,800

配当金の支払額 △71,851 △35,903

自己株式の取得による支出 △1,539 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 582,734 114,596

（株）重松製作所（7980）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,278 △45,436

現金及び現金同等物の期首残高 446,816 469,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 597,094 424,452

（株）重松製作所（7980）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）
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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

（株）重松製作所（7980）平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－10－


