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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 1,583 △42.6 △382 ― △218 ― △235 ―
21年3月期第3四半期 2,759 ― △62 ― 7 ― △313 ―

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 △18.76 ―
21年3月期第3四半期 △24.93 ―

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 8,483 6,274 74.0 499.96
21年3月期 8,417 6,554 77.9 522.22

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,274百万円 21年3月期  6,554百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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 2,500 △26.8 △450 ― △270 ― △330 ― △26.29
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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、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。 

(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） 

(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 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 13,200,000株 21年3月期  13,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  650,401株 21年3月期  648,888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 12,549,969株 21年3月期第3四半期 12,553,107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.本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異
なる可能性があります。 
2.当期の期末配当金につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、現時点では未定とし、業績等を総合的に判断した上で、配当予想が固まり次第
速やかに開示いたします。 
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   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、引き続き世界各国の急激な景気減速による影響を大きく受けてお

り、個人消費・輸出・設備投資いずれも極めて厳しい環境で推移しました。 

   国内市場におきましては、新設住宅着工戸数や自動車販売台数などの各種指標は引き続き低水準な状況が続いてお

り、従いまして、当社業績と関連の深い顧客業界の設備投資動向も、低調な状況となっております。 

   海外市場におきましては、中国市場などはインフラ整備やデジタル家電関連に、設備投資需要が回復しつつありま

すが、急速に進行する円高傾向も重なり、全体的には設備投資動向は、やはり厳しい状況が続いております。 

   このような環境下において、当社の当第３四半期累計期間における業績は、売上高1,583,640千円、営業損失

382,478千円、経常損失218,090千円、四半期純損失235,443千円となりました。 

  

   当第３四半期末における総資産は、前期末に比べ66,030千円増加し、8,483,519千円となりました。これは主に、

売上増加により受取手形及び売掛金が97,083千円、並びに受注増加によるたな卸資産が95,764千円それぞれ増加した

ものの、株式市況の低迷による投資その他の資産が152,883千円減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前期末に比べ346,222千円増加し、2,209,270千円となりました。これは主に、受注増加に伴

い支払手形及び買掛金が159,534千円、並びにその他に含まれている前受金が224,231千円それぞれ増加したことによ

るものであります。 

   純資産につきましては、四半期純損失などにより、前期末に比べ280,191千円減少し、6,274,249千円となり、この

結果、自己資本比率は74.0%となりました。 

  

   今後の業績見通しにつきましては、在庫調整の一巡や政権交代に伴う経済の活性化により、景気が持ち直しに向か

うことが期待されますが、雇用情勢や所得水準の一層の悪化による個人消費の低迷が危惧され、また世界経済動向も

中国などの新興国を除いては、明確な改善の動きが未だ見られず、為替相場の円高傾向もあり、引き続き予断を許さ

ない状況が続くものと思われます。 

   このような経済環境のもと、当社といたしましては、昨年後半より製材システム・鉄道車両・液晶テレビ向けなど

の受注状況は改善をしており、今後も地球環境保護や各種業界の新たなニーズにマッチした魅力ある製品の開発並び

に拡販に努め、また内製化とコストダウンの拡大による変動費の圧縮、更には諸経費の削減を同時に推進し、経営体

質と収益状況の改善を目指す所存であります。 

   なお、平成21年８月11日に発表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更はありません。

  

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと比べ著しい変化がないと認められ

るため、前事業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。 

 ②たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 該当事項はありません。  

  

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

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 3,956,795 3,929,245

受取手形及び売掛金 662,964 565,881

有価証券 49,995 73,072

製品 276,027 252,619

仕掛品 331,835 237,248

原材料及び貯蔵品 216,203 238,434

その他 41,720 88,434

貸倒引当金 △1,383 △703

流動資産合計 5,534,160 5,384,233

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,103,242 1,103,242

その他（純額） 514,535 444,466

有形固定資産合計 1,617,778 1,547,709

無形固定資産 3,215 4,296

投資その他の資産   

投資有価証券 820,471 921,736

その他 512,367 564,175

貸倒引当金 △4,472 △4,661

投資その他の資産合計 1,328,365 1,481,249

固定資産合計 2,949,359 3,033,255

資産合計 8,483,519 8,417,488
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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 381,477 221,943

未払法人税等 1,778 929

賞与引当金 20,070 64,740

その他 467,949 192,561

流動負債合計 871,275 480,173

固定負債   

退職給付引当金 1,007,007 1,053,959

役員退職慰労引当金 233,932 227,220

繰延税金負債 97,054 101,694

固定負債合計 1,337,994 1,382,873

負債合計 2,209,270 1,863,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 660,000 660,000

資本剰余金 411,311 411,311

利益剰余金 5,337,104 5,610,201

自己株式 △206,710 △206,505

株主資本合計 6,201,705 6,475,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,543 79,434

評価・換算差額等合計 72,543 79,434

純資産合計 6,274,249 6,554,441

負債純資産合計 8,483,519 8,417,488
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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 2,759,805 1,583,640

売上原価 2,015,752 1,301,675

売上総利益 744,052 281,964

販売費及び一般管理費 806,564 664,443

営業損失（△） △62,511 △382,478

営業外収益   

受取利息 14,798 17,331

受取配当金 14,889 11,361

投資有価証券評価差益 4,164 4,787

違約金収入 17,918 －

助成金収入 － 117,101

その他 18,973 14,001

営業外収益合計 70,744 164,583

営業外費用   

支払利息 346 87

売上割引 162 21

リース解約損 － 86

その他 177 －

営業外費用合計 686 195

経常利益又は経常損失（△） 7,547 △218,090

特別利益   

投資有価証券売却益 3,090 －

投資有価証券償還益 － 3,763

その他 736 －

特別利益合計 3,826 3,763

特別損失   

固定資産除却損 6,130 16

投資有価証券評価損 51,246 24,878

会員権評価損 747 －

特別損失合計 58,124 24,894

税引前四半期純損失（△） △46,750 △239,221

法人税、住民税及び事業税 1,394 1,471

法人税等調整額 264,860 △5,249

法人税等合計 266,255 △3,778

四半期純損失（△） △313,005 △235,443
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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