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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 5,313 △72.7 △1,459 ― △1,351 ― △1,254 ―

21年3月期第3四半期 19,430 ― 2,112 ― 2,114 ― 1,084 ―

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 △19.10 ―

21年3月期第3四半期 16.50 ―

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 15,563 11,199 61.3 145.32
21年3月期 19,355 12,718 56.2 165.58

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,546百万円 21年3月期  10,877百万円

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 ― 3.00 ― 1.50 4.50
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 7,580 △64.8 △1,850 ― △1,700 ― △1,600 ― △24.36
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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）  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) 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 

 上記の予想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、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社カスケード ）

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 65,781,228株 21年3月期  65,781,228株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  92,183株 21年3月期  88,602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 65,689,841株 21年3月期第3四半期 65,697,968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、企業収益が大幅に減少し、失業率も高水準で推移す
るなど、依然として厳しい状況が続きました。世界経済は、中国における内需を中心とした景気回復によ
り、アジア諸国にも景気の持ち直しが見られますが、米国、欧州においては景気低迷が継続しておりま
す。 
国内工作機械業界は、(社)日本工作機械工業会の当第３四半期連結累計期間における受注総額は3,514

億円となり、前年同期に比べ61.3％減となりました。内需は1,344億円(前年同期比65.2％減)、外需は
2,169億円(前年同期比58.5％減)であり、外需比率は61.7％となっております。 
このような状況のなか、当社グループにおきましても、2008年10月以降の受注高の急激な減少により、

売上高は大幅に減少いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高
は5,313百万円となり、前年同期に比べ72.7％減となりました。利益につきましては、操業度の低下によ
る固定費負担の増加により、営業損失1,459百万円、経常損失1,351百万円、四半期純損失1,254百万円と
なりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資産は
3,792百万円減少し、15,563百万円となりました。この減少は主に、受取手形及び売掛金が2,453百万円及
びたな卸資産が1,241百万円それぞれ減少したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末に比べ2,272百万円減少し、4,363百万円となりました。この減少は主

に、支払手形及び買掛金が2,187百万円減少したこと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1,519百万円減少し、11,199百万円となりました。この減少は主に、

利益剰余金が1,352百万円減少したことによるものであります。  

  

工作機械需要につきましては、世界的な景気低迷を受け低水準で推移しておりますが、各国の景気刺激
策の効果もあり設備投資は下げ止まりつつあります。当社グループにおきましては、受注状況等を勘案
し、本日、業績予想の修正をいたしました。 

  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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(主要な関係会社の異動) 

  連結除外：株式会社カスケード 

 第１四半期連結会計期間末において当社の連結子会社であった株式会社カスケードは、平成21年７
月１日付で当社に吸収合併され、消滅しました。 

  

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 
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

り、簿価切下げを行う方法によっております。なお、一部の連結子会社については、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定する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 
一部の連結子会社を除き、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるた
め、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用してお
ります。 

  

⑤税金費用の計算 
当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する方法を採用しております。ただし、当四半期連結会
計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しております。
なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。 
また、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。 

  

  

  

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：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 3,266,024 2,798,873

受取手形及び売掛金 2,353,085 4,806,562

商品及び製品 963,452 1,312,262

仕掛品 2,231,916 2,824,842

原材料及び貯蔵品 634,195 933,894

その他 427,852 669,011

貸倒引当金 △172,739 △168,723

流動資産合計 9,703,787 13,176,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,827,957 1,935,014

土地 2,712,364 2,699,190

その他（純額） 945,569 1,070,927

有形固定資産合計 5,485,891 5,705,132

無形固定資産 7,817 8,269

投資その他の資産   

その他 389,953 489,338

貸倒引当金 △24,173 △23,980

投資その他の資産合計 365,779 465,358

固定資産合計 5,859,488 6,178,760

資産合計 15,563,276 19,355,484

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,504,916 3,692,380

短期借入金 879,651 786,788

未払法人税等 2,051 105,022

賞与引当金 24,120 96,980

役員賞与引当金 － 25,000

その他 805,492 1,011,890

流動負債合計 3,216,232 5,718,062

固定負債   

長期借入金 414,739 200,468

退職給付引当金 501,181 492,152

その他 231,708 225,916

固定負債合計 1,147,629 918,538

負債合計 4,363,861 6,636,601
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,327 1,567,571

利益剰余金 6,416,700 7,769,611

自己株式 △20,383 △20,337

株主資本合計 10,282,669 11,635,869

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,234 △24,686

為替換算調整勘定 △708,343 △733,675

評価・換算差額等合計 △736,577 △758,362

少数株主持分 1,653,323 1,841,375

純資産合計 11,199,414 12,718,882

負債純資産合計 15,563,276 19,355,484
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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 19,430,527 5,313,546

売上原価 14,078,534 4,610,427

売上総利益 5,351,993 703,119

販売費及び一般管理費 3,239,825 2,162,501

営業利益又は営業損失（△） 2,112,167 △1,459,382

営業外収益   

受取利息 12,185 5,549

受取配当金 2,930 4,173

仕入割引 45,800 5,206

雇用調整助成金 － 146,673

その他 46,024 20,518

営業外収益合計 106,940 182,121

営業外費用   

支払利息 25,403 18,345

為替差損 66,099 14,727

シンジケートローン手数料 － 24,900

その他 12,645 16,531

営業外費用合計 104,147 74,504

経常利益又は経常損失（△） 2,114,960 △1,351,764

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18,506 －

特別利益合計 18,506 －

特別損失   

固定資産除却損 17,923 18,465

投資有価証券評価損 21,798 3,047

特別損失合計 39,722 21,513

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（△）

2,093,744 △1,373,277

法人税等 828,147 35,078

少数株主利益又は少数株主損失（△） 181,470 △153,985

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,084,126 △1,254,371
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,543,420 2,007,200

売上原価 3,957,588 1,683,387

売上総利益 1,585,832 323,812

販売費及び一般管理費 1,015,707 687,615

営業利益又は営業損失（△） 570,124 △363,802

営業外収益   

受取利息 1,887 1,013

受取配当金 1,178 2,522

仕入割引 15,609 1,794

雇用調整助成金 － 85,655

その他 19,317 5,983

営業外収益合計 37,993 96,969

営業外費用   

支払利息 8,322 6,319

為替差損 9,452 18,940

シンジケートローン手数料 － 23,395

その他 5,919 3,705

営業外費用合計 23,694 52,361

経常利益又は経常損失（△） 584,423 △319,194

特別利益   

貸倒引当金戻入額 630 －

特別利益合計 630 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,870 －

特別損失合計 1,870 －

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（△）

583,184 △319,194

法人税等 213,485 7,289

少数株主利益又は少数株主損失（△） 48,979 △68,858

四半期純利益又は四半期純損失（△） 320,719 △257,624
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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