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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 2,494 △7.3 26 ― △13 ― 42 ―
21年3月期第3四半期 2,689 ― △83 ― △143 ― △192 ―

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 3.36 ―
21年3月期第3四半期 △14.26 ―

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 4,647 1,588 34.1 124.62
21年3月期 4,849 1,558 32.1 122.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,584百万円 21年3月期  1,556百万円

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
22年3月期 ― ― ―
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 3,360 △6.9 25 ― △50 ― 10 ― 0.79
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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） 

［（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 
本資料に記載されている業績予想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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 15,463,116株 21年3月期  15,463,116株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,749,459株 21年3月期  2,746,176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 12,714,534株 21年3月期第3四半期 13,511,733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、中国向けを中心とした輸出の増加や景気下支え政策
効果により一部に景気の持ち直しが見られるものの、設備投資の抑制、雇用環境の悪化、円高の進行やデ
フレ傾向が続き、依然として厳しい状況で推移しました。 
 当社グループを取り巻くテクノ製品業界におきましては、欧米において在庫調整が進んでいるものの、
回復感に乏しく引き続き厳しい状況が続きました。メディカル製品業界におきましては、開発、価格面で
厳しい状況が続きました。 
 このような状況の中、当社グループは、製品の拡販とコスト削減に努めてまいりましたが、一部に回復
の兆しが見られるものの、景気低迷や円高などの影響により、当第３四半期連結累計期間の業績につきま
しては、売上高2,494百万円(前年同期比7.3%減)、営業利益26百万円(前年同期 営業損失83百万円)、経
常損失13百万円(前年同期 経常損失143百万円)、四半期純利益42百万円(前年同期 四半期純損失192百
万円)となりました。 
 事業の種別で見ますと、テクノ製品事業は、売上高1,892百万円(前年同期比13.3%減)、営業利益233百
万円(前年同期比32.6%減)となり、メディカル製品事業は、売上高599百万円(前年同期比18.9%増)、営業
損失22百万円(前年同期 営業損失174百万円)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ201百万円減少し、4,647百万円とな
りました。これは主に、受取手形及び売掛金48百万円の減少、たな卸資産169百万円の減少、有形固定資
産159百万円の減少、現金及び預金250百万円の増加などによるものです。 
 負債では前連結会計年度末に比べ231百万円減少し、3,059百万円となりました。これは主に、短期借入
金124百万円の減少、1年内返済予定の長期借入金69百万円の減少、賞与引当金62百万円の減少、長期借入
金126百万円の増加などによるものです。 
 純資産は前連結会計年度末に比べ29百万円増加し、1,588百万円となりました。これは主に、利益剰余
金42百万円の増加、為替換算調整勘定21百万円の減少などによるものです。 
(キャッシュ・フローの状況) 
 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229百万円増加し543百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、411百万円の資金の増加となりました。これは主に、税金等調
整前四半期純利益66百万円、減価償却費163百万円、売上債権の減少額65百万円、たな卸資産の減少額169
百万円などによるものです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の資金の減少となりました。これは主に、定期預金の
預入による支出20百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円などによるものです。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、143百万円の資金の減少となりました。これは主に、長期借入
金による収入200百万円はありましたが、短期借入金の純減少額124百万円、長期借入金の返済による支出
142百万円、社債の償還による支出30百万円などがあったためです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月6日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

・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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該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理  
 1.棚卸資産の評価方法 

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、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定する方法によっております。 

2.固定資産の減価償却の算定方法  
固定資産の減価償却費の算定に当たり、定率法を採用している資産については、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。  
3.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。 

  

会計処理の変更 
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用しておりましたが、従業員の減少

により現在の従業員規模では、原則法によると合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難となっ
たため、第１四半期連結会計期間より簡便法（期末自己都合要支給額）を採用することに変更いたし
ました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益は5,674千円、営業利益は10,869千
円それぞれ増加し、経常損失は10,869千円減少しております。また、税金等調整前四半期純利益は
31,512千円増加しております。 
 尚、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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 590,548 340,167

受取手形及び売掛金 903,180 951,925

商品及び製品 31,291 22,934

仕掛品 552,946 721,529

原材料及び貯蔵品 145,079 154,648

その他 87,899 139,687

貸倒引当金 △9,925 △9,907

流動資産合計 2,301,021 2,320,984

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,999,315 2,039,549

減価償却累計額 △1,207,453 △1,191,563

建物及び構築物（純額） 791,861 847,986

機械装置及び運搬具 1,928,448 1,920,660

減価償却累計額 △1,527,698 △1,449,214

機械装置及び運搬具（純額） 400,750 471,446

土地 722,523 722,523

リース資産 126,635 136,236

減価償却累計額 △64,070 △51,453

リース資産（純額） 62,565 84,783

建設仮勘定 1,251 9,186

その他 289,192 289,895

減価償却累計額 △237,714 △235,658

その他（純額） 51,478 54,236

有形固定資産合計 2,030,429 2,190,161

無形固定資産   

特許権 10,048 11,646

のれん 25,515 34,020

リース資産 7,395 9,954

その他 8,479 8,969

無形固定資産合計 51,437 64,591

投資その他の資産   

投資有価証券 137,459 131,478

長期貸付金 1,770 4,450

出資金 3,914 3,914

その他 121,076 120,752

貸倒引当金 △36,446 △36,525

投資その他の資産合計 227,774 224,068

固定資産合計 2,309,642 2,478,821

繰延資産   

開業費 32,296 43,317

社債発行費 4,737 5,951

繰延資産合計 37,034 49,269

資産合計 4,647,697 4,849,075
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 312,579 329,726

短期借入金 124,833 249,000

1年内返済予定の長期借入金 1,508,760 1,578,200

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 26,708 31,637

未払法人税等 17,235 8,292

賞与引当金 9,008 71,731

その他 118,312 121,184

流動負債合計 2,177,437 2,449,772

固定負債   

社債 220,000 250,000

長期借入金 247,600 120,960

リース債務 43,824 63,787

繰延税金負債 8,092 9,578

再評価に係る繰延税金負債 42,023 42,023

退職給付引当金 225,590 226,606

役員退職慰労引当金 24,558 24,558

負ののれん 65,051 78,061

その他 4,904 24,822

固定負債合計 881,645 840,400

負債合計 3,059,082 3,290,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 488,765 488,765

利益剰余金 △391,626 △434,234

自己株式 △309,386 △313,105

株主資本合計 1,727,587 1,681,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,070 △25,596

土地再評価差額金 △87,536 △87,536

繰延ヘッジ損益 △7,913 －

為替換算調整勘定 △33,683 △11,992

評価・換算差額等合計 △143,204 △125,126

少数株主持分 4,231 2,769

純資産合計 1,588,614 1,558,902

負債純資産合計 4,647,697 4,849,075
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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 2,689,503 2,494,382

売上原価 1,989,843 1,877,958

売上総利益 699,659 616,423

販売費及び一般管理費 783,552 589,843

営業利益又は営業損失（△） △83,892 26,580

営業外収益   

受取利息 367 485

受取配当金 2,001 942

負ののれん償却額 4,336 13,010

貸倒引当金戻入額 － 50

その他 11,721 5,648

営業外収益合計 18,427 20,136

営業外費用   

支払利息 48,177 45,787

為替差損 11,776 3,081

その他 17,749 10,869

営業外費用合計 77,703 59,738

経常損失（△） △143,168 △13,021

特別利益   

固定資産売却益 598 －

投資有価証券売却益 30,611 281

賞与引当金戻入額 － 53,214

退職給付引当金戻入額 － 27,964

特別利益合計 31,210 81,460

特別損失   

固定資産除却損 192 122

投資有価証券評価損 306 2,130

貸倒引当金繰入額 35,650 －

減損損失 2,018 －

事務所移転費用 15,440 －

その他 3,525 －

特別損失合計 57,132 2,252

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（△）

△169,091 66,187

法人税、住民税及び事業税 12,483 19,672

法人税等調整額 － △1,486

法人税等合計 12,483 18,186

少数株主利益 11,061 5,341

四半期純利益又は四半期純損失（△） △192,636 42,658
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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 853,444 846,146

売上原価 653,898 619,911

売上総利益 199,545 226,235

販売費及び一般管理費 250,185 198,884

営業利益又は営業損失（△） △50,640 27,350

営業外収益   

受取利息 84 197

受取配当金 201 90

負ののれん償却額 4,336 4,336

その他 130 2,292

営業外収益合計 4,752 6,917

営業外費用   

支払利息 16,598 15,067

為替差損 14,318 218

その他 2,822 3,428

営業外費用合計 33,739 18,714

経常利益又は経常損失（△） △79,627 15,553

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,035 －

特別利益合計 1,035 －

特別損失   

固定資産除却損 67 111

投資有価証券評価損 － 105

貸倒引当金繰入額 33 －

事務所移転費用 179 －

その他 － 208

特別損失合計 280 424

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（△）

△78,872 15,129

法人税、住民税及び事業税 4,922 5,244

法人税等調整額 － △495

法人税等合計 4,922 4,749

少数株主利益 10,924 1,264

四半期純利益又は四半期純損失（△） △94,719 9,115
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△169,091 66,187

減価償却費 204,018 163,563

減損損失 2,018 －

のれん償却額 8,505 8,505

負ののれん償却額 △4,336 △13,010

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,934 △1,016

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,917 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,860 △62,723

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,701 △61

繰延資産償却額 10,602 9,826

受取利息及び受取配当金 △2,369 △1,428

支払利息 48,177 45,787

為替差損益（△は益） 5,790 △1

有形固定資産除却損 192 122

有形固定資産売却損益（△は益） △598 －

投資有価証券売却損益（△は益） △30,611 △281

投資有価証券評価損益（△は益） 306 2,130

売上債権の増減額（△は増加） 84,175 65,708

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,826 169,189

仕入債務の増減額（△は減少） △81 △15,117

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,124 32,962

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,856 △2,466

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,774 3,328

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,712 △11,546

小計 △108,384 459,657

利息及び配当金の受取額 2,233 1,396

利息の支払額 △35,079 △38,723

法人税等の支払額 △7,432 △11,269

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,663 411,061

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 △63,624 △20,638

定期預金の払戻による収入 51,004 －

貸付けによる支出 △1,400 △1,240

貸付金の回収による収入 3,000 1,950

有形固定資産の取得による支出 △109,883 △14,650

有形固定資産の売却による収入 1,139 －

無形固定資産の取得による支出 △2,754 △768

投資有価証券の取得による支出 △933 △949

投資有価証券の売却による収入 49,256 4,646

投資その他の資産の増減額（△は増加） 22,231 △4,529

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,962 △36,180
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（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) 

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） 64,000 △124,167

長期借入れによる収入 40,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △109,983 △142,800

社債の発行による収入 243,496 －

社債の償還による支出 △40,000 △30,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △22,178 △21,333

リース債務の返済による支出 △39,982 △24,892

配当金の支払額 △0 －

自己株式の売却による収入 366 106

自己株式の取得による支出 △1,236 △317

少数株主への配当金の支払額 △1,155 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 133,326 △143,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,547 △1,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,846 229,742

現金及び現金同等物の期首残高 341,903 314,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,056 543,903
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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 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しております。 

   2 各区分の主な製品 

    テクノ製品事業   ：サインペン先、コスメチック 

    メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 

    その他の事業    ：不動産賃貸 

   3 追加情報 

(1)当社及び国内連結子会社は、平成20年度の税制改正による法定耐用年数の変更に伴い、経済的使用可能予想

期間の見直しをした結果、機械装置について第１四半期連結会計期間より3年～13年の耐用年数を9年へ変更

しております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、テクノ事業の営業利益は4,599千円減少し、メ

ディカル事業の営業損失は1,820千円増加しております。 

(2)当社は、第3四半期連結会計期間において賃金規程を改正し、第3四半期連結会計期間より、賞与の支給対象

期間を変更しております。  

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、テクノ事業の営業利益は9,467千円減少し、メ

ディカル事業の営業損失2,762千円、全社の営業損失2,123千円がそれぞれ増加しております。 

  
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 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しております。 

   2 各区分の主な製品 

    テクノ製品事業   ：サインペン先、コスメチック 

    メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 

    その他の事業    ：不動産賃貸 

   3 会計方針の変更 

「会計処理の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務の計算方法を、原則法から簡

便法（期末自己都合要支給額）に変更しております。  

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、テクノ事業の営業利益は7,477千円増加し、メディカル事

業の営業損失は947千円減少し、全社の営業利益は10,869千円増加しております。 

(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】

テクノ事業  
（千円）

メディカル 
事業  

（千円）

その他の事業 
 

（千円）

計 
（千円）

消去又は全社 
 

（千円）

連結 
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,183,147 504,375 1,980 2,689,503 ― 2,689,503

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 21,870 21,870 (21,870) ―

計 2,183,147 504,375 23,850 2,711,373 (21,870) 2,689,503

営業利益又は営業損失(△) 346,125 △174,318 9,626 181,432 (265,325) △83,892

テクノ事業 
（千円）

メディカル
事業 

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,892,879 599,522 1,980 2,494,382 ― 2,494,382

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 21,870 21,870 (21,870) ―

計 1,892,879 599,522 23,850 2,516,252 (21,870) 2,494,382

営業利益又は営業損失(△) 233,143 △22,373 10,504 221,274 (194,694) 26,580
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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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

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 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州  ：ドイツ、イタリア、フランス 

(2) 北米  ：米国 

(3) 中南米 ：メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア ：韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他 ：南アフリカ、イラン 

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 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州  ：ドイツ、イタリア、フランス 

(2) 北米  ：米国 

(3) 中南米 ：メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア ：韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他 ：南アフリカ、イラン 

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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 551,666 345,108 142,893 574,877 11,452 1,625,998

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 2,689,503

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.5 12.8 5.3 21.4 0.4 60.5

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 500,740 277,855 109,407 682,220 13,460 1,583,684

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 2,494,382

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.1 11.1 4.4 27.4 0.5 63.5

(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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