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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 16,915 △28.3 △84 ― △266 ― △249 ―

21年3月期第3四半期 23,576 3.9 436 △47.9 △18 ― △183 ―

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 △14.69 ―

21年3月期第3四半期 △10.78 ―

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 22,442 2,923 12.7 167.98
21年3月期 22,936 3,323 13.7 184.82

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,853百万円 21年3月期  3,139百万円

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  無  
 

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 23,230 △20.5 475 20.8 120 ― 25 ― 1.47
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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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 5.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、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な
要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 

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 17,014,000株 21年3月期  17,014,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  25,196株 21年3月期  24,671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 16,989,066株 21年3月期第3四半期 16,989,988株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、一昨年の秋口以降の金融

危機に端を発した世界同時不況が持続し、世界各国の景気刺激策の実施等により一部業種には明るい

兆しも見え始めておりますが、景気全体を押上げるまでには至らない状況で推移いたしました。 

このような経済環境の下、当社グループのコア事業であります薄型ＴＶ外装部品分野は数量的には

回復基調ですが、 終製品価格の下落が依然として続いており当社グループの納入価格も非常に厳し

い状況で推移しております。その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、169億15百万

円（前年同四半期累計比28.3％減）となりました。 

当社グループは売上高減少に対応すべく従来より固定費の徹底的な削減を進め、収益確保に努めて

まいりましたが、営業損失は84百万円（前年同四半期累計４億36百万円の利益）、経常損失２億66百

万円（前年同四半期累計18百万円の損失）、四半期純損失２億49百万円（前年同四半期累計１億83百

万円の損失）となりました。 

  

成形関連事業の中心であります薄型ＴＶ部品関連の売上高は、回復基調にありますが、前年同四半

期累計比30.3％減に留まりました。自動車部品も当第３四半期に入り回復に向かっており、前年同四

半期累計比22.7％減と減少幅が縮小しております。容器部門においては医療用廃棄物容器は前年同四

半期累計比1.3％増となりましたが、コンテナ等の物流産業資材は回復しませんでした。金型も、薄

型ＴＶ部品向けを中心に売上減少しました。結果、売上高は166億90百万円（前年同四半期累計比

28.5％減）、営業損失２億48百万円（前年同四半期累計２億74百万円の利益）となりました。 

国内３拠点の賃貸物件から構成されており、売上高は前年同四半期累計期間と同水準の２億25百万

円、営業利益１億64百万円（前年同四半期累計比1.0％増）となりました。 

  

日本国内では、薄型ＴＶ部品、自動車部品及び金型製作を主力としておりますが、一昨年秋以降の

急激な景気後退により売上高は落込みました。自動車部品は回復基調となっておりますが、薄型ＴＶ

部品は数量の回復以上に製品価格の下落が厳しく当第３四半期連結累計期間の売上高は144億79百万

円（前年同四半期累計比28.9％減）、営業利益１億65百万円（前年同四半期累計比64.0％減）となり

ました。 

中国では、物流産業資材容器及び薄型ＴＶ部品の製造販売を行っておりますが、現地企業との価格

競争の激化等により売上高は減少し、当第３四半期連結累計期間の売上高は５億26百万円（前年同四

半期累計比33.2％減）、営業損失74百万円（前年同四半期累計8百万円の損失）となりました。 

・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

(1) 全般的な営業の概況

(2) 事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①成形関連事業

②不動産関連事業

(3) 所在地別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①日本

②中国
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ポーランドでは、薄型ＴＶ部品の生産販売を行っておりますが、一昨年秋以降の景気後退により年

前半は厳しい状況でしたが、当第３四半期より売上高は回復に向かっております。当第３四半期連結

累計期間の売上高は19億81百万円（前年同四半期累計比22.1％減）、営業損失１億68百万円（前年同

四半期累計１億円の損失）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、224億42百万円（前連結会計年度末比４億93百万円減）

となりました。 

流動資産は、現金及び預金が51億26百万円（前連結会計年度末比50百万円増）、受取手形及び売掛金

が42億62百万円（前連結会計年度末比３億79百万円増）、棚卸資産10億76百万円（前連結会計年度末比

１百万円減）等により、108億12百万円（前連結会計年度末比４百万円増）となりました。 

固定資産は、減価償却実施などにより、116億30百万円（前連結会計年度末比４億98百万円減）とな

りました。 

負債合計は、195億19百万円（前連結会計年度末比93百万円減）となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金が65億42百万円（前連結会計年度末比２億65百万円減）、一方、借

入金30億１百万円（前連結会計年度末比４億73百万円増）等により、113億44百万円（前連結会計年度

末比３億81百万円増）となりました。 

固定負債は、社債の減少等により81億74百万円（前連結会計年度末比４億74百万円減）となりまし

た。 

純資産合計は、四半期純損失等の計上により29億23百万円（前連結会計年度末比４億円減）となりま

した。 

  

当第３四半期連結会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51億11百万円

（前連結会計年度末比50百万円増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、６億96百万円（前年同四半期累計比25億29百万円減）の資金

の増加となりました。これは、主に減価償却費11億45百万円の増加要因、税金等調整前四半期純損失３

億13百万円の減少要因、売上債権の増減額３億12百万円の減少要因によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、４億13百万円（前年同四半期累計比22億87百万円減）の資金

の減少となりました。これは、主に国内の有形固定資産４億27百万円の取得による支出によるものであ

ります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは２億12百万円（前年同四半期累計比56百万円増）の資金の減少

となりました。これは、主に長期借入金の借入17億円の増加要因の一方、長期借入金の返済13億85百万

円、社債の償還２億75百万円、リース債務の返済２億51百万円等の減少要因があったためであります。

③ポーランド

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産

②負債

③純資産

3. キャッシュ・フローの状況
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平成22年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成21年11月６日発表の予想数値に変更

はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

・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等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

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。 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しています。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

該当事項はありません。 

4. 連結業績予想に関する定性的情報

5. 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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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 5,126 5,076

受取手形及び売掛金 4,262 3,883

製品 283 316

原材料 571 571

仕掛品 221 190

その他 346 785

貸倒引当金 △1 △16

流動資産合計 10,812 10,807

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,739 4,915

土地 2,401 2,401

その他（純額） 2,965 3,308

有形固定資産合計 10,106 10,625

無形固定資産 63 78

投資その他の資産 1,492 1,462

貸倒引当金 △32 △37

固定資産合計 11,630 12,128

資産合計 22,442 22,936

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,542 6,807

短期借入金 800 800

1年内返済予定の長期借入金 2,201 1,728

未払法人税等 33 0

賞与引当金 155 154

その他 1,611 1,472

流動負債合計 11,344 10,963

固定負債   

社債 350 625

長期借入金 6,070 6,220

その他 1,754 1,803

固定負債合計 8,174 8,649

負債合計 19,519 19,612
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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 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 977 1,226

自己株式 △5 △5

株主資本合計 3,078 3,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 22

為替換算調整勘定 △262 △209

評価・換算差額等合計 △224 △187

少数株主持分 69 183

純資産合計 2,923 3,323

負債純資産合計 22,442 22,936
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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 23,576 16,915

売上原価 20,732 14,986

売上総利益 2,844 1,929

販売費及び一般管理費 2,408 2,013

営業利益又は営業損失（△） 436 △84

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 11 5

為替差益 － 26

持分法による投資利益 － 21

その他 218 58

営業外収益合計 235 113

営業外費用   

支払利息 352 237

持分法による投資損失 117 －

為替差損 61 －

その他 158 58

営業外費用合計 690 295

経常損失（△） △18 △266

特別利益   

投資有価証券売却益 9 －

貸倒引当金戻入額 5 5

固定資産売却益 1 0

前期損益修正益 － 6

償却債権取立益 － 1

特別利益合計 15 13

特別損失   

投資有価証券評価損 124 －

固定資産売却損 2 1

固定資産除却損 1 2

減損損失 － 54

貸倒損失 － 2

特別損失合計 128 60

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △313

法人税等 172 74

少数株主損失（△） △120 △138

四半期純損失（△） △183 △249
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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（△） △131 △313

減価償却費 1,495 1,145

減損損失 － 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △144 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

売上値引引当金の増減額（△は減少） △9 －

受取利息及び受取配当金 △16 △7

支払利息 352 237

為替差損益（△は益） 3 △46

持分法による投資損益（△は益） 117 △21

有形固定資産売却損益（△は益） 1 0

有形固定資産除却損 1 2

投資有価証券売却損益（△は益） △9 －

投資有価証券評価損益（△は益） 124 －

償却債権取立益 － △1

貸倒損失 － 2

前期損益修正損益（△は益） － △6

売上債権の増減額（△は増加） 1,454 △312

たな卸資産の増減額（△は増加） △170 △2

仕入債務の増減額（△は減少） △278 △257

未収入金の増減額（△は増加） 315 76

未収消費税等の増減額（△は増加） － 268

未払消費税等の増減額（△は減少） △331 －

長期未払金の増減額（△は減少） △7 －

その他 1,047 141

小計 3,809 940

利息及び配当金の受取額 15 7

利息の支払額 △354 △292

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △244 35

その他 － 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,226 696
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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) 

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 △15 －

有形固定資産の取得による支出 △4,744 △427

有形固定資産の売却による収入 1,906 11

無形固定資産の取得による支出 △50 △3

投資有価証券の取得による支出 △360 △0

投資有価証券の売却による収入 155 －

投資有価証券の償還による収入 100 －

短期貸付けによる支出 － △3

短期貸付金の回収による収入 305 1

その他 2 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,701 △413

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） 579 －

長期借入れによる収入 1,080 1,700

長期借入金の返済による支出 △1,300 △1,385

社債の償還による支出 △275 △275

リース債務の返済による支出 △190 △251

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △50 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △155 △212

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333 50

現金及び現金同等物の期首残高 3,468 5,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,801 5,111
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該当事項はありません。 

  

  

  

 
(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

  ２ 各区分の主な製品  

    (1) 成形関連事業・・・・家電外装部品、自動車部品、物流産業資材及び金型 

    (2) 不動産関連事業・・・土地及び建物の賃貸 

  ３ 会計処理基準に関する事項の変更  

  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  これにより、成形関連事業の営業利益は、180百万円減少しております。 

  

  

 
(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

  ２ 各区分の主な製品  

    (1) 成形関連事業・・・・家電外装部品、自動車部品、物流産業資材及び金型 

    (2) 不動産関連事業・・・土地及び建物の賃貸 

  

(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】

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)

成形関連事業 
(百万円)

不動産
関連事業 
(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

23,351 225 23,576 ― 23,576

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 23,351 225 23,576 ― 23,576

営業利益 274 162 436 ― 436

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)

成形関連事業 
(百万円)

不動産
関連事業 
(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

16,690 225 16,915 ― 16,915

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 16,690 225 16,915 ― 16,915

営業利益又は営業損失(△) △248 164 △84 ― △84
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(注)１ 国又は地域の区分は、国別によっております。 

  ２ 会計処理基準に関する事項の変更  

  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  これにより、営業利益は、中国で24百万円減少し、ポーランドで155百万円減少しております。 

  

  

 
(注) 国又は地域の区分は、国別によっております。 

  

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

ポーランド
(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

20,249 783 2,543 23,576 ― 23,576

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

111 2 ― 114 △114 ―

計 20,360 786 2,543 23,691 △114 23,576

営業利益又は営業損失(△) 459 △8 △100 350 86 436

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)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

ポーランド
(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

14,424 520 1,970 16,915 ― 16,915

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

54 5 11 71 △71 ―

計 14,479 526 1,981 16,987 △71 16,915

営業利益又は営業損失(△) 165 △74 △168 △77 △6 △84
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(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 各区分に属するおもな国又は地域は以下のとおりです。 

    欧州・・・ポーランド  その他・・・中国 

  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。 

  

  

 
(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 各区分に属するおもな国又は地域は以下のとおりです。 

    欧州・・・ポーランド  その他・・・中国 

  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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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)

欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,880 701 3,582

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 23,576

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.2 3.0 15.2

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)

欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,300 420 2,721

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 16,915

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.6 2.5 16.1

(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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