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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 8,420 △13.8 △255 ― △222 ― △249 ―
21年3月期第3四半期 9,766 ― △38 ― △13 ― △90 ―

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 △7.38 ―
21年3月期第3四半期 △2.68 ―

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 11,715 4,388 35.5 122.73
21年3月期 11,983 4,585 36.3 128.34

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,159百万円 21年3月期  4,349百万円

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  有  
 

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  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 11,400 △10.5 △265 ― △240 ― △320 ― △9.44

-1-



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  無  

(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 
1. 本資料の業績予想につきましては、当社が現時点で入手している情報に基づいたものであり、実際の業績につきましては今後の様々な要因によって予
想数値と異なる結果となる可能性があります。 
業績予想等の前提となる条件等については、４ページ［定性的情報・財務諸表等］３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 34,200,000株 21年3月期  34,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  309,852株 21年3月期  307,605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 33,890,803株 21年3月期第3四半期 33,895,592株
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・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 
当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、エコカー減税などの経済対策効果や新興国にお

ける高い成長率の影響を受け、一部の企業に改善の兆しが見えてきたものの、厳しい雇用情勢、設備
投資の低迷、慢性的なデフレ状態など依然として先行き不透明な状況が続いております。 
一方、当社グループを取り巻く事業環境におきましても、民間設備投資の低迷や需要回復の遅れな

どにより、厳しい状況のまま推移しました。 
このような情勢の中、当社をはじめグループ各社は、引き続きコストダウンをはじめ、営業の拡大

や企業体質の強化等に取組んできました。しかしながら、関連業界の需要回復も未だ足取りが重く、
当第３四半期連結累計期間の連結売上高は 84 億２千万円で前年同期比 13 億４千５百万円 13.8％の減
収となりました。 

当社グループの事業別売上高の概況は、次のとおりです。 

高圧機器事業は、小型容器の拡販とともに LP ガス充填設備などのプラント工事の受注に注力しまし
た結果、プラント工事は増加したものの、小型容器は景気の低迷や他のエネルギーとの競争激化など
の影響により、需要が減少した結果、事業全体では前年同期比 1.0％減少し、51 億１千１百万円とな
りました。 
鉄構輸送機事業は、鉄構製品の一部に受注の伸びがありましたが、鉄鋼向けインナーカバー及びコ

ンベヤ設備を主体にした搬送機器が関連業界の設備投資抑制の影響を受け、受注が減少したことによ
り、事業全体では前年同期比 24.6％減少し、５億５千３百万円となりました。 
施設機器事業は、畜舎消臭装置及び家畜肥育資材製品の新機種を追加して取扱製品の拡充を図りま

したが、飼料コンテナの需要の大幅な減少や設備投資抑制の影響を受け、消臭装置など環境関連製品
の受注が減少したことにより、事業全体では前年同期比 35.5％減少し、８億１千１百万円となりまし
た。 
運送事業は、新規荷主の開拓等新しい顧客ニーズに対応しましたが、景気低迷による輸送需要の減

少により、前年同期比 25.5％減少し、19億４千４百万円となりました。 

 

また、損益面では、総コストの削減及び生産効率の改善などに努めましたものの、大幅な減収に伴
い営業損失が２億５千５百万円（前年同期比２億１千６百万円減益）、経常損失が２億２千２百万円
（同２億８百万円減益）、四半期純損失が２億４千９百万円（同１億５千９百万円減益）となりまし
た。 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
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２億６千７百万円(2.2％)減少し、

117 億１千５百万円となりました。 
流動資産は 65 億９千４百万円で２千５百万円(△0.4％)の減少となりました。これは棚卸資産が３

億２千４百万円、その他流動資産が営業外受取手形を主体に２億９千６百万円減少し、一方、現金及
び預金は満期が１年以内となった長期定期預金の増加などにより２億２千３百万円、受取手形及び売
掛金が３億７千１百万円それぞれ増加したことによるものです。 
固定資産は５億２千１百万円で２億４千２百万円(△4.5％)の減少となりました。これは有形固定資

産が主に減価償却により１億３千８百万円、長期定期預金の満期が１年以内となったことに伴う科目
変更により、１億９千７百万円それぞれ減少し、一方、投資有価証券が株価上昇により１億９百万円
増加したことによるものです。 
流動負債は 45 億３百万円で１億３千６百万円(3.1％)の増加となりました。これは支払手形及び買

掛金が３億５千１百万円増加し、一方、短期借入金が１億６百万円、未払金が５千８百万円、未払法
人税等が２千４百万円それぞれ減少したことによるものです。 
固定負債は、28 億２千４百万円で２億６百万円(△6.8％)の減少となりました。これは長期借入金が

２億１千４百万円、その他固定負債が繰延税金負債を主体に３千９百万円それぞれ増加したものの、
退職給付引当金が４億７千７百万円減少したことによるものです。 
純資産合計は、43 億８千８百万円で１億９千７百万円(△4.3％)の減少となりました。これは、その

他有価証券評価差額金が６千万円増加したものの連結剰余金が２億４千９百万円減少したことによる
ものです。 
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3. 連結業績予想に関する定性的情報  
  景気後退による雇用環境の悪化、設備投資の低迷が続くなか、今後の景気動向の見通しや当社を取
り巻く経営環境等を勘案し、通期の連結業績予想を見直した結果、平成 21 年８月７日に公表しました
業績予想を修正しております。   

  当期の利益剰余金の配当につきましては多額の純損失が見込まれ、将来に備えるため大変申し訳あ
りませんが見送らせていただく予定であります。 
詳細につきましては、本日(２月８日)別途開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正、並び

に特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

 
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) 
該当事項はありません。 

 
(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 
該当事項はありません。 

 
(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 
該当事項はありません。 

 

 

 

 



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 1,422,116 1,198,850

受取手形及び売掛金 3,819,045 3,447,604

製品 94,015 212,016

仕掛品 680,980 777,244

原材料及び貯蔵品 192,712 303,136

その他 390,405 686,647

貸倒引当金 △4,645 △5,630

流動資産合計 6,594,630 6,619,868

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 756,065 799,310

機械装置及び運搬具（純額） 369,711 451,135

土地 2,305,458 2,305,458

リース資産（純額） 263,539 269,459

建設仮勘定 － 1,025

その他（純額） 29,322 35,987

有形固定資産合計 3,724,098 3,862,376

無形固定資産 43,598 46,393

投資その他の資産   

投資有価証券 1,140,307 1,031,088

長期貸付金 3,000 3,000

建設協力金 44,850 49,260

その他 221,231 418,707

貸倒引当金 △56,075 △47,604

投資その他の資産合計 1,353,312 1,454,450

固定資産合計 5,121,009 5,363,220

資産合計 11,715,639 11,983,089
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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 2,159,940 1,808,701

短期借入金 1,809,272 1,915,988

リース債務 33,733 27,285

未払金 125,949 184,626

未払費用 71,588 71,451

未払法人税等 12,514 37,509

未払消費税等 49,381 59,538

賞与引当金 25,867 18,681

役員賞与引当金 7,500 10,000

前受金 150,169 155,045

その他 57,249 77,570

流動負債合計 4,503,166 4,366,397

固定負債   

長期借入金 561,210 346,616

リース債務 262,401 253,401

退職給付引当金 1,760,991 2,238,334

役員退職慰労引当金 109,672 102,562

その他 129,996 89,997

固定負債合計 2,824,273 3,030,912

負債合計 7,327,439 7,397,309

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,000 1,710,000

資本剰余金 329,347 329,347

利益剰余金 2,050,630 2,300,629

自己株式 △79,758 △79,526

株主資本合計 4,010,219 4,260,450

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,238 89,190

評価・換算差額等合計 149,238 89,190

少数株主持分 228,741 236,139

純資産合計 4,388,199 4,585,780

負債純資産合計 11,715,639 11,983,089
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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 9,766,504 8,420,551

売上原価 8,047,786 7,049,237

売上総利益 1,718,717 1,371,314

販売費及び一般管理費 1,757,670 1,626,644

営業損失（△） △38,952 △255,330

営業外収益   

受取利息 2,261 2,312

受取配当金 19,109 20,281

受取賃貸料 10,312 5,565

助成金収入 － 34,761

その他 37,111 22,872

営業外収益合計 68,795 85,792

営業外費用   

支払利息 18,902 23,548

出向者人件費 16,916 20,794

その他 7,880 8,199

営業外費用合計 43,699 52,542

経常損失（△） △13,856 △222,079

特別利益   

固定資産売却益 1,780 8,456

投資有価証券売却益 5,099 －

貸倒引当金戻入額 873 －

特別利益合計 7,752 8,456

特別損失   

固定資産除売却損 7,670 2,952

投資有価証券評価損 29,727 －

特別損失合計 37,397 2,952

税金等調整前四半期純損失（△） △43,501 △216,575

法人税、住民税及び事業税 43,081 25,950

法人税等調整額 2,870 11,801

法人税等合計 45,952 37,751

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,449 △4,329

四半期純損失（△） △90,904 △249,998
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(3) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
 

 
 




