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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,502 △31.2 △181 ― △193 ― △198 ―

21年3月期第3四半期 2,184 ― 83 ― 66 ― 54 ―

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 △23.96 ―

21年3月期第3四半期 6.59 ―

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 2,764 608 22.0 73.42
21年3月期 3,035 802 26.4 96.69

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  608百万円 21年3月期  802百万円

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）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 2,094 △27.9 △192 ― △208 ― △215 ― △25.94

- 1 -



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 8,353,645株 21年3月期  8,353,645株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  61,681株 21年3月期  58,392株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 8,293,337株 21年3月期第3四半期 8,301,534株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記業績予想につきましては、平成21年11月10日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成22年２月３日付の「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．業績予想につきましては、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ております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載
の予想数値と異なる可能性があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策効果や中国を中心とした新興国の景気回復に支

えられ、輸出と生産が持ち直し緩やかな回復過程を辿りましたが、設備投資の減少や雇用環境の悪化による個人消費

の低迷、さらには円高の進行やデフレ懸念など、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社にとりましても、主力製品であるウインチ製品が関連いたします建設業界で、新設住宅着工戸数の大幅な落

ち込みや公・民間工事着工の先送りが続いたほか、バランサ製品で設備投資の減少の影響を大きく受け、当第2四半

期累計期間までより引き合いは増加傾向にありますが、投資の様子見や先送りの傾向は依然として強く、なかなか受

注に結びつきにくい状況にあり、当社を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような情勢の中で、当社は「攻め」の施策として、受注確保を最優先とし、製販一体となって引き合い処理の

迅速化や提案型営業の推進を図りました。また、昨年7月に市場投入した新製品である太陽光発電用パネル施工向け

の荷揚機「パネルボーイ」の拡販に注力いたしました。他方では、「守り」の施策として、引き続き内製化の推進に

よる工場稼働率のアップ、資材調達コストの引き下げや諸経費の削減に取り組みました。 

しかしながら、特にバランサ市場の冷え込みは予想をはるかに超え、未だかつて経験したことのない厳しい状況

で推移し、バランサ製品は前年同期比55.6％の大幅な減少を余儀なくされたほか、ウインチ製品の売上高も、前年同

期比18.6％減少いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期比31.2％減の1,502,419千円となりました。また、損益面

では、人件費をはじめ諸経費の削減に努めましたが、主力製品の大幅な売上高減少に伴い固定経費を吸収しきれず、

固定費負担増から売上総利益率が前年同期比9.5ポイント悪化した結果、営業損失181,166千円（前年同期は営業利益

83,400千円）、経常損失193,694千円（前年同期は66,830千円の経常利益）、四半期純損失198,676千円（前年同期は

54,729千円の四半期純利益）となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産は2,764,303千円となり、前事業年度末に比べ271,154千円減少いたしま

した。その主な要因は、流動資産が受取手形及び売掛金の減少等により1,768,306千円となり、前事業年度末に比

べ252,735千円減少したことによるものであります。 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は2,155,510千円となり、前事業年度末に比べ77,905千円減少いたし

ました。その主な要因は、流動負債が短期借入金の増加等により1,631,420千円となり、前事業年度末に比べ

13,431千円増加しましたが、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により524,090千円となり、前事業年度

末に比べ91,336千円減少したことによるものであります。 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は608,792千円となり、前事業年度末に比べ193,249千円減少いたし

ました。その主な要因は、利益剰余金が198,676千円減少したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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。）の残高は368,853千円となり、

前事業年度末に比べ24,018千円減少いたしました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は20,553千円（前年同期は173,121千円の獲得）となりました。主な要因は、た

な卸資産の減少87,346千円、売上債権の減少153,400千円等のプラス要因がありましたが、税引前四半期純損失

193,622千円、仕入債務の減少34,571千円、損害賠償金の支払額17,800千円等のマイナス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） 

投資活動の結果支出した資金は2,498千円（前年同期は14,846千円の支出）となりました。主な要因は、有形

固定資産の取得による支出1,665千円、従業員貸付による支出800千円等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） 

財務活動の結果支出した資金は966千円（前年同期は8,714千円の支出）となりました。主な要因は、短期借入

金の純増額100,000千円のプラス要因がありましたが、関係会社長期借入金の約定返済90,000千円等のマイナス

要因によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年11月10日付「平成22

年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」にて公表しました平成22年３月期の通期業績予想を修正いたしました。

なお、当該予想に関する詳細は、平成22年２月３日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 なお、業績予想につきましては、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ております。実際の

業績は、今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。 

  

① たな卸資産の評価方法  

 四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末に係る実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号）を当第１四半期会計期間より適用し、平成21年４月１日以降に着手した工事契約につ

いて、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準（工

事進捗度の見積りは原価比例法）によっております。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,853 392,871

受取手形及び売掛金 756,497 909,898

商品及び製品 86,781 142,724

仕掛品 30,896 47,836

原材料及び貯蔵品 498,196 512,659

その他 27,085 15,079

貸倒引当金 △4 △27

流動資産合計 1,768,306 2,021,041

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 146,409 154,117

土地 723,755 723,755

その他（純額） 38,960 49,136

有形固定資産合計 909,126 927,010

無形固定資産 11,431 13,647

投資その他の資産   

投資有価証券 35,883 29,268

出資金 － 24,520

破産更生債権等 22,150 22,181

その他 39,556 19,969

貸倒引当金 △22,150 △22,181

投資その他の資産合計 75,439 73,758

固定資産合計 995,996 1,014,416

資産合計 2,764,303 3,035,457
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 390,367 424,938

短期借入金 1,050,000 950,000

関係会社短期借入金 1,089 11,799

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 4,566 8,497

賞与引当金 － 16,000

その他 65,396 86,753

流動負債合計 1,631,420 1,617,988

固定負債   

関係会社長期借入金 317,500 407,500

退職給付引当金 205,660 207,527

その他 930 400

固定負債合計 524,090 615,427

負債合計 2,155,510 2,233,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △281,245 △82,568

自己株式 △8,240 △7,983

株主資本合計 608,012 806,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 779 △4,904

評価・換算差額等合計 779 △4,904

純資産合計 608,792 802,041

負債純資産合計 2,764,303 3,035,457
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(2) 四半期損益計算書 
(第３四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 2,184,111 1,502,419

売上原価 1,658,089 1,282,385

売上総利益 526,021 220,034

販売費及び一般管理費 442,620 401,200

営業利益又は営業損失（△） 83,400 △181,166

営業外収益   

受取利息 34 27

受取配当金 770 419

受取賃貸料 4,588 4,637

保険配当金 4,235 4,492

雇用調整助成金 － 1,423

その他 2,417 578

営業外収益合計 12,046 11,579

営業外費用   

支払利息 23,000 20,479

その他 5,616 3,628

営業外費用合計 28,616 24,107

経常利益又は経常損失（△） 66,830 △193,694

特別利益   

固定資産売却益 － 29

貸倒引当金戻入額 359 54

特別利益合計 359 83

特別損失   

固定資産除却損 － 11

投資有価証券評価損 7,405 －

特別損失合計 7,405 11

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 59,783 △193,622

法人税、住民税及び事業税 5,054 5,054

法人税等合計 5,054 5,054

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,729 △198,676
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

59,783 △193,622

減価償却費 30,621 21,684

有形固定資産除却損 － 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △359 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500 △16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,736 △1,867

受取利息及び受取配当金 △805 △447

支払利息 23,000 20,479

有形固定資産売却損益（△は益） － △29

売上債権の増減額（△は増加） 153,761 153,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,794 87,346

仕入債務の増減額（△は減少） 38,586 △34,571

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,039 △10,764

割引手形の増減額（△は減少） 6 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,405 －

その他 3,334 △390

小計 224,265 25,174

利息及び配当金の受取額 805 447

利息の支払額 △24,728 △20,661

損害賠償金の支払額 － △17,800

法人税等の支払額 △27,219 △7,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,121 △20,553

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △12,653 △1,665

有形固定資産の売却による収入 － 270

無形固定資産の取得による支出 △1,935 △160

投資有価証券の取得による支出 △382 △399

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 124 256

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,846 △2,498

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） 500,000 100,000

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △418,824 △10,709

関係会社長期借入金の返済による支出 △89,400 △90,000

自己株式の取得による支出 △489 △257

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,714 △966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149,560 △24,018

現金及び現金同等物の期首残高 220,998 392,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 370,559 368,853
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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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