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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 9,421 △19.8 348 △72.0 462 △60.8 310 △56.6

21年3月期第3四半期 11,746 ― 1,245 ― 1,178 ― 716 ―

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 39.95 ―

21年3月期第3四半期 92.15 ―

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 16,433 10,958 65.6 1,386.07
21年3月期 16,172 10,800 65.6 1,365.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,777百万円 21年3月期  10,614百万円

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 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想） 25.00 25.00

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 13,100 △9.9 600 △50.6 750 △21.9 500 △25.5 64.30
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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、３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、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により変動する可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 7,779,865株 21年3月期  7,779,865株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,434株 21年3月期  4,338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 7,775,483株 21年3月期第3四半期 7,775,776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経済環境は、国内外の景気対策効果や在庫
調整の進展等により、緩やかな回復基調となりましたが、雇用情勢や個人消費の低迷が継続、依然として
先行き不透明な状況が続いています。 
このような状況のなか、当社グループでは、国内外の環境エコ関連メーカーをターゲットにした営業活

動を積極的に展開し、ハイブリッドカー、電気自動車、エコキュートなど環境対応製品向けに当社独自の
開発製品を提案、タイ・中国の生産拠点を核としたグローバル生産体制、製品供給体制の強化を進め、競
争力強化に取り組んでまいりました。 
その結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同四半期比19.8％減の94億２千１百万円となり

ました。利益面では、営業利益は３億４千８百万円(前年同四半期比72.0％減)、為替差益１千９百万円と
雇用調整助成金収入９千万円等により、経常利益は４億６千２百万円(前年同四半期比60.8％減)、四半期
純利益は３億１千万円(前年同四半期比56.6％減)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、164億３千３百万円と前連結会計年度末に比べ２億６
千１百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加７億８百万円、有形固定資産の減少２億
６千８百万円等によるものです。 
 負債の部については、短期借入金の増加１億３千７百万円等により１億３百万円増加して54億７千５百
万円となりました。 
純資産から少数株主持分を控除した自己資本は107億７千７百万円となり自己資本比率は前連結会計年

度と変わらず65.6％、１株当たり純資産は1,386円07銭となりました。 
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益４億９千１百万円、減価償却費６億２千６百万円、たな卸資産の減少４億１百万円、法人税等の還付額
２億６千５百万円等による資金増と売上債権の増加３億９千８百万円万円等による資金減により、13億６
千４百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得で４億２百
万円、無形固定資産の取得１億８百万円等で５億５千１百万円の支出となりました。財務活動によるキャ
ッシュ・フローは、借入による収入９億９千万円、借入金の返済８億９千７百万円、配当金の支払１億９
千４百万円等により１億２百万円の支出となり、以上の結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現
金同等物の残高は35億６千３百万円となりました。 

  

平成22年３月期通期の業績予想(連結・個別)に関しましては、当第３四半期連結累計期間の業績をふま
え、平成21年５月11日に公表いたしました予想数値を変更しております。 
詳細につきましては、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。 

  
  

この事項については該当ありません。 

  

① 未実現損益の消去 
四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 

  

この事項については該当ありません。 

  

・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

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 3,996,760 3,288,467

受取手形及び売掛金 4,051,678 3,636,704

商品及び製品 641,702 840,984

仕掛品 1,549,447 1,692,586

原材料及び貯蔵品 588,661 633,232

その他 277,951 644,504

貸倒引当金 △2,398 △2,925

流動資産合計 11,103,804 10,733,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,257,736 2,335,403

機械装置及び運搬具（純額） 1,360,142 1,565,200

その他（純額） 848,895 834,764

有形固定資産合計 4,466,774 4,735,368

無形固定資産 246,005 133,228

投資その他の資産   

投資有価証券 232,772 212,102

その他 426,082 405,027

貸倒引当金 △42,103 △47,161

投資その他の資産合計 616,752 569,968

固定資産合計 5,329,532 5,438,566

資産合計 16,433,337 16,172,121
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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 2,007,339 2,044,267

短期借入金 1,202,177 1,064,245

未払法人税等 112,366 31,480

賞与引当金 75,460 243,415

その他 672,950 551,058

流動負債合計 4,070,294 3,934,467

固定負債   

長期借入金 836,631 874,459

退職給付引当金 457,647 458,228

役員退職慰労引当金 90,639 92,020

その他 19,929 12,388

固定負債合計 1,404,848 1,437,095

負債合計 5,475,143 5,371,563

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 6,872,576 6,756,330

自己株式 △5,325 △5,227

株主資本合計 11,081,562 10,965,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,039 27,588

為替換算調整勘定 △343,338 △378,145

評価・換算差額等合計 △304,298 △350,557

少数株主持分 180,930 185,700

純資産合計 10,958,193 10,800,557

負債純資産合計 16,433,337 16,172,121
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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 11,746,752 9,421,378

売上原価 8,727,786 7,523,715

売上総利益 3,018,965 1,897,662

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 664,520 658,888

賞与引当金繰入額 29,150 19,999

役員賞与引当金繰入額 22,500 －

退職給付引当金繰入額 118,909 71,511

役員退職慰労引当金繰入額 11,120 9,619

その他 926,905 789,379

販売費及び一般管理費合計 1,773,105 1,549,399

営業利益 1,245,860 348,263

営業外収益   

受取利息 5,356 3,446

受取配当金 6,222 5,054

為替差益 － 19,491

受取手数料 14,819 4,988

受取保険金 16,518 10

助成金収入 － 90,539

その他 22,227 19,559

営業外収益合計 65,144 143,090

営業外費用   

支払利息 25,317 23,999

為替差損 98,396 －

その他 8,470 5,165

営業外費用合計 132,184 29,165

経常利益 1,178,820 462,188

特別利益   

固定資産売却益 3 6

貸倒引当金戻入額 842 976

賞与引当金戻入額 － 33,114

特別利益合計 846 34,097

特別損失   

固定資産処分損 11,124 4,625

災害による損失 16,655 －

ゴルフ会員権評価損 2,700 －

特別損失合計 30,479 4,625

税金等調整前四半期純利益 1,149,186 491,660

法人税、住民税及び事業税 280,822 158,556

法人税等調整額 141,719 26,853

法人税等合計 422,542 185,409

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,143 △4,382

四半期純利益 716,500 310,634
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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 1,149,186 491,660

減価償却費 671,675 626,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △842 △5,619

賞与引当金の増減額（△は減少） △165,840 △167,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,497 △618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,919 △1,380

受取利息及び受取配当金 △11,579 △8,501

支払利息 25,317 23,999

為替差損益（△は益） 21,243 △10,333

固定資産処分損益（△は益） 11,121 4,618

ゴルフ会員権評価損 2,700 －

売上債権の増減額（△は増加） 264,328 △398,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △431,654 401,916

未収消費税等の増減額（△は増加） 49,734 61,247

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26,907 △14,398

仕入債務の増減額（△は減少） 62,775 △52,080

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,730 17,744

その他の流動負債の増減額（△は減少） 114,525 192,980

その他 8,545 13,207

小計 1,777,675 1,175,025

利息及び配当金の受取額 11,395 8,728

利息の支払額 △25,009 △23,988

法人税等の支払額 △727,918 △61,239

法人税等の還付額 － 265,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,036,143 1,364,383

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 △350,066 △361,360

定期預金の払戻による収入 279,318 315,045

有形固定資産の取得による支出 △417,922 △402,084

有形固定資産の売却による収入 1,064 8

無形固定資産の取得による支出 △58,959 △108,735

その他 △1,568 5,801

投資活動によるキャッシュ・フロー △548,133 △551,324

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 440,000 600,000

短期借入金の返済による支出 △447,711 △382,333

長期借入れによる収入 150,000 390,000

長期借入金の返済による支出 △583,042 △515,132

配当金の支払額 △194,135 △194,025

その他 △564 △1,046

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,455 △102,537

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,131 3,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △200,577 714,227

現金及び現金同等物の期首残高 2,833,188 2,849,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,632,610 3,563,367
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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