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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 4,848 △29.5 △63 ― △25 ― △39 ―

21年3月期第3四半期 6,876 ― 325 ― 335 ― 214 ―

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 △4.97 ―

21年3月期第3四半期 26.79 ―

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 6,286 3,315 52.7 413.93
21年3月期 6,940 3,417 49.2 426.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,315百万円 21年3月期  3,417百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 3.50 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 7.00

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 6,479 △12.3 △43 ― △5 ― △30 ― △3.82



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、５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、５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 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 8,010,000株 21年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―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 8,010,000株 21年3月期第3四半期 8,010,000株

※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見通し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。なお、業績予想に関する事項は４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による景気の悪化に一部底打ちの兆しが

見られるものの、個人消費の低迷や雇用情勢は依然として厳しく、景気の先行きは不透明な状態が続いておりま

す。また、当社を取り巻く環境は、主要取引先である鉄鋼業界、自動車業界等の設備投資抑制策が継続したことに

より、厳しい情勢で推移してまいりました。 

 このような状況のなかにあって当社は、営業部門におきましては、得意先のニーズ抽出に努めるとともに、積極

的に新規顧客の開拓に取り組み、受注獲得に努めました。 

 生産工場及び工事工場におきましては、受注量の減少に伴う操業の一時停止等が継続するなか、経費削減の徹底

とさらなる効率化を推し進めました。 

 研究開発などの技術部門におきましては、新製・商品の実用化に向けて開発をさらに加速させてまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,848百万円（前年同四半期比29.5％減）、営業損失は63百万円（前

年同四半期は325百万円の利益）、経常損失は25百万円（前年同四半期は335百万円の利益）、四半期純損失は39百

万円（前年同四半期は214百万円の利益）となりました。 

  

各品目別の事業の概況は、次のとおりであります。 

＜工 事 施 工＞ 

 鉄鋼、自動車、産業機械等の厳しい減産体制のなか、現地機械加工工事の受注は増加しましたが、設備保

全、ダイカスト関連、連鋳ロール、プラズマ粉体肉盛工事等のほとんどの工事受注が大きく減少した結果、売

上高は2,734百万円（前年同四半期比25.6％減）となりました。 

  

＜溶 接 材 料＞ 

 製造業界全体の減産体制が続く厳しい環境のなか、新規顧客開拓等の販売強化に努めましたが、当社の主力

製品である耐摩耗・耐腐食用溶接材料のフラックス入りワイヤの売上高は455百万円（前年同四半期比 ％

減）、商品のアーク溶接棒、ＭＩＧ・ＴＩＧ等の溶接材料の売上高は592百万円（前年同四半期比 ％減）と

なり、溶接材料の合計売上高は1,048百万円（前年同四半期比31.7％減）となりました。 

  

＜トッププレート＞ 

 厳しい価格競争が続くなか、徹底した品質管理、コスト低減、納期等の優位性を活かした営業活動に努めま

したが、鉄鋼、プラントメーカー等の業界全体の減産体制の影響を受け、受注が大きく減少した結果、売上高

は680百万円（前年同四半期比14.9％減）となりました。 

  

＜そ  の  他＞ 

 自動車産業の減産体制の影響により、Ｄ＆Ｈ商品、ダイカスト関連等の受注が大きく減少、設備投資の縮小

による環境関連装置の受注減、さらに化学薬品製造装置部材の受注も大幅に減少した結果、売上高は385百万円

（前年同四半期比55.6％減）となりました。 
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期会計期間末の総資産は、6,286百万円となり前事業年度末に比べ653千円の減少となりました。 

  流動資産は、前事業年度末に比べて375百万円減少し 百万円となりました。これは主に、現金預金 百万

円、有価証券 百万円がそれぞれ増加したものの、売上債権527百万円、たな卸資産181百万円がそれぞれ減少した

ことによるものであります。 

  固定資産は、前事業年度末に比べて278百万円減少し1,856百万円となりました。これは主に、建物28百万円、機

械装置91百万円、有形リース資産14百万円、土地12百万円、ソフトウェア15百万円、投資有価証券107百万円がそれ

ぞれ減少したことによるものであります。 

  流動負債は、前事業年度末に比べて570百万円減少し2,003百万円となりました。これは主に、未払費用14百万

円、預り金14百万円、工事損失引当金16百万円がそれぞれ増加したものの、仕入債務366百万円、未払金33百万円、

設備関係支払手形55百万円、賞与引当金44百万円、未払法人税等107百万円がそれぞれ減少したことによるものであ

ります。 

  固定負債は、前事業年度末に比べて18百万円増加し967百万円となりました。これは、リース債務13百万円が減少

したものの、退職給付引当金22百万円、役員退職慰労引当金9百万円の増加によるものであります。 

  純資産は、前事業年度末に比べて101百万円減少し3,315百万円となりました。これは主に、当第３四半期累計会

計期間の四半期純損失39百万円の計上、配当金の支払56百万円があっ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は、前事業年度末に比べ332百万円増加し、1,472百万円と

なりました。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） 

  営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純損失39百万円に、賞与引当金の減少44百万

円、仕入債務の減少366百万円、未払金の減少33百万円、法人税等の納税108百万円などの資金減少要因があったも

のの、減価償却費の計上184百万円、工事損失引当金の増加16百万円、退職給付引当金の増加22百万円、固定資産減

損損失の計上12百万円、売上債権の減少527百万円、たな卸資産の減少181百万円、未払費用の増加14百万円があ

り、383百万円の収入（前年同四半期比476百万円増）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出74百万円がありましたが、

投資有価証券の売却による収入100百万円により、21百万円の収入（前年同四半期比200百万円増）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、リース債務の返済による支出15百万円、配当金の支払によ

る支出56百万円により、71百万円の支出（前年同四半期比99百万円減）となりました。 

  

  

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年11月２日に公表しました通期業績予想の数値に、現時

点において変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたしま

す。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

4,430 72
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① たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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。 

  

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）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 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間

の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において当第３四半期会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上高は 千円減少し、営業損失、経常損失は、それぞれ 千

円減少しており、税引前四半期純損失は、 千円減少しております。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係） 

１． 前第３四半期累計期間において、「設備関係支払手形」は流動負債に区分掲記しておりましたが、負債

及び純資産の合計額の１/100以下となったため、当第３四半期累計期間では「支払手形及び買掛金」に含

めて表示しております。なお、当第３四半期累計期間の「支払手形及び買掛金」に含まれる「設備関係支

払手形」の金額は 千円であります。 

２． 前第３四半期累計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰労引

当金」は、負債及び純資産の合計額の１/100を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記すること

としました。なお、前第３四半期累計期間の固定負債の「その他」に含まれる「役員退職慰労引当金」は

千円であります。 

  

（工事損失引当金） 

 第１四半期会計期間より、工事進行基準の適用を契機として、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる半成工事が認識されたため、損失見込額を工事損失引当金として計上しております。

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 千円

増加しております。 

  

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

1,444 1,398

4,339

3,059

54,267

（３）追加情報

16,983



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 855,955 783,724 

受取手形及び売掛金 1,868,006 2,395,585 

有価証券 616,924 356,417 

商品及び製品 654,027 676,091 

半成工事 198,262 351,386 

原材料及び貯蔵品 112,367 109,521 

その他 128,145 137,225 

貸倒引当金 △3,522 △4,269 

流動資産合計 4,430,168 4,805,682 

固定資産   

有形固定資産 1,550,160 1,719,014 

無形固定資産 86,691 104,051 

投資その他の資産 219,406 311,345 

固定資産合計 1,856,257 2,134,411 

資産合計 6,286,426 6,940,094 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,445,550 1,867,497 

短期借入金 330,000 330,000 

未払法人税等 4,487 111,815 

賞与引当金 45,780 90,158 

工事損失引当金 16,983 － 

その他 160,825 174,913 

流動負債合計 2,003,627 2,574,385 

固定負債   

退職給付引当金 386,723 364,227 

役員退職慰労引当金 66,816 － 

その他 513,651 584,341 

固定負債合計 967,191 948,568 

負債合計 2,970,818 3,522,953 

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812 

資本剰余金 394,812 394,812 

利益剰余金 2,439,174 2,535,042 

株主資本合計 3,318,799 3,414,667 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,191 2,472 

評価・換算差額等合計 △3,191 2,472 

純資産合計 3,315,607 3,417,140 

負債純資産合計 6,286,426 6,940,094 



（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 6,876,096 4,848,781 

売上原価 5,257,779 3,783,483 

売上総利益 1,618,317 1,065,298 

販売費及び一般管理費 1,293,143 1,128,308 

営業利益又は営業損失（△） 325,173 △63,010 

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,150 1,387 

雇用安定助成金 － 37,019 

スクラップ売却収入 3,753 1,533 

その他 8,020 4,878 

営業外収益合計 16,924 44,818 

営業外費用   

支払利息 5,903 4,196 

工場移転費用 － 1,916 

その他 958 923 

営業外費用合計 6,861 7,036 

経常利益又は経常損失（△） 335,236 △25,227 

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 2,941 

貸倒引当金戻入額 － 731 

固定資産売却益 1,789 － 

退職給付制度改定益 43,003 － 

特別利益合計 44,793 3,672 

特別損失   

固定資産除却損 17,306 5,524 

減損損失 － 12,814 

特別損失合計 17,306 18,338 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 362,723 △39,893 

法人税、住民税及び事業税 55,396 4,630 

法人税等調整額 92,767 △4,725 

法人税等合計 148,163 △95 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 214,560 △39,798 



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(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 2,302,489 1,621,948 

売上原価 1,762,532 1,267,027 

売上総利益 539,956 354,920 

販売費及び一般管理費 419,616 373,027 

営業利益又は営業損失（△） 120,339 △18,106 

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,356 286 

雇用安定助成金 － 15,036 

スクラップ売却収入 835 595 

その他 3,317 1,424 

営業外収益合計 5,509 17,341 

営業外費用   

支払利息 1,833 1,189 

その他 320 308 

営業外費用合計 2,153 1,498 

経常利益又は経常損失（△） 123,695 △2,263 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 65 

特別利益合計 － 65 

特別損失   

固定資産除却損 16,437 334 

特別損失合計 16,437 334 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 107,257 △2,532 

法人税、住民税及び事業税 6,806 1,600 

法人税等調整額 37,279 777 

法人税等合計 44,085 2,377 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,172 △4,910 



（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
（△）

362,723 △39,893 

減価償却費 192,434 184,983 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,910 △747 

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,819 △44,378 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 16,983 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,702 9,964 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △95,424 22,496 

受取利息及び受取配当金 △5,150 △1,387 

支払利息 5,903 4,196 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,789 － 

有形固定資産除却損 17,306 5,524 

減損損失 － 12,814 

売上債権の増減額（△は増加） △276,969 527,578 

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,298 181,777 

仕入債務の増減額（△は減少） 210,335 △366,736 

未払金の増減額（△は減少） △51,314 △33,404 

その他 11,725 13,856 

小計 109,274 493,626 

利息及び配当金の受取額 7,191 1,975 

利息の支払額 △5,867 △4,096 

法人税等の支払額 △201,336 △108,381 

長期預り金の返還による支払額 △2,322 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,059 383,124 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,620 △2,257 

投資有価証券の売却による収入 200,000 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △327,309 △74,641 

有形固定資産の売却による収入 11,167 － 

無形固定資産の取得による支出 △59,712 △1,511 

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,475 21,589 

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 100,000 － 

リース債務の返済による支出 △16,387 △15,905 

配当金の支払額 △56,070 △56,070 

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,542 △71,975 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,992 332,738 

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273 1,140,141 

現金及び現金同等物の四半期末残高 995,280 1,472,879 



 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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