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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 7,958 △13.9 134 △47.4 343 437.5 244 ―

21年3月期第3四半期 9,245 ― 255 ― 63 ― △156 ―

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 13.93 ―

21年3月期第3四半期 △8.87 ―

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 25,641 21,576 84.1 1,226.30
21年3月期 26,399 21,357 80.9 1,214.52

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  21,554百万円 21年3月期  21,347百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 7.00

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  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 11,500 △25.8 △100 ― 0 △100.0 0 △100.0 0.00
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

上記の予想につきましては、現時点で入手可能なデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績等は予想数値と異
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３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。 

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 17,657,000株 21年3月期  17,657,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  80,476株 21年3月期  80,276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 17,576,672株 21年3月期第3四半期 17,649,083株
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 当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、一昨年秋の米国金融危機に端を発し

た世界的な景気低迷が続くなか、各国政府・金融当局が打ち出した金融安定化策および景気刺激策により、金融不

安は徐々に解消され、景気は緩やかに回復基調が続きましたが、企業収益低迷による設備投資の抑制、雇用・所得

環境の悪化、円高・デフレスパイラルの進行、ドバイショックの発生と景気の二番底も懸念されるなど、依然とし

て厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは引き続き、顧客満足度の向上を目指し、環境負荷低減技術の向上と顧客

への提案型営業による主力製品の拡販を国内外で展開してまいりましたが、継続する国内企業の設備投資抑制の影

響に加え、海外プラントの受注が低調に推移し、当第３四半期における受注高は63億62百万円(前年同期比32.5％

減)にとどまり、売上高は79億58百万円(同13.9％減)となり、受注残高は84億36百万円(同39.4％減)となりました。

 損益面におきましては、営業利益は１億34百万円(同47.4％減)、経常利益は３億43百万円(前年同期は63百万円の

経常利益)、四半期純利益は２億44百万円(前年同期は１億56百万円の四半期純損失)となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 船舶用機器事業は、世界景気の低迷により海運市況が落ち込み、国内外の造船所の新造船受注が激減したことか

ら、受注高は17億97百万円(前年同期比45.5％減)、売上高は23億97百万円(同26.4％減)、営業利益は１億67百万円

(同48.0％減)となり、受注残高は36億39百万円(同22.7％減)となりました。 

 陸上用機器事業は、石油精製業界の設備投資が低迷したことから、受注高は14億13百万円(同37.6％減)となりま

した。売上高は前期までの受注残により、25億51百万円(同60.8％増)、営業利益は２億31百万円(前年同期は22百万

円の営業利益)となり、受注残高は14億94百万円(前年同期比66.4％減)となりました。 

 水処理装置事業は、海外向け海水淡水化プラントの受注不振に加え、半導体・液晶業界等の設備投資の抑制か

ら、受注高は21億29百万円(同14.8％減)、売上高は20億49百万円(同33.6％減)、営業損失は92百万円(前年同期は１

億22百万円の営業損失)となり、受注残高は19億96百万円(前年同期比45.2％減)となりました。 

 消音冷熱装置事業他は、官公需・民需向けともに国内設備投資が低迷し、受注高は10億22百万円(同24.7％減)、

売上高は９億60百万円(同27.0％減)、営業損失は１億71百万円(前年同期は33百万円の営業利益)となり、受注残高

は13億６百万円(前年同期比17.4％増)となりました。 

 当第３四半期末における資産合計は256億41百万円となり、前期末と比べて７億58百万円減少しました。その主な

内訳は、売掛債権の回収が進んだため、現金及び預金が23億35百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が30億

98百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は40億64百万円となり、前期末と比べて９億76百万円減少しました。その主な内訳は、支払手形及び買

掛金が２億92百万円、その他流動負債が６億54百万円それぞれ減少したことによるものです。 

 純資産合計は215億76百万円となり、前期末と比べて２億18百万円増加しました。その主な内訳は、利益剰余金が

69百万円、その他有価証券評価差額金が１億29百万円それぞれ増加したことによるものです。 

 平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年11月10日に公表いたしました予想値から変更してお

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

           

株式会社ササクラ（6303）平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 3 －



 該当事項はありません。 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計

期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定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等を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、当第２四半期連結会計期間末以降、経営環境等に著し

い変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、当第２四半期連

結会計期間末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

 該当事項はありません。 

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 8,702,541 6,367,241 

受取手形及び売掛金 5,322,592 8,421,403 

有価証券 553,271 201,482 

仕掛品 2,049,508 1,915,698 

原材料及び貯蔵品 775,392 821,846 

前渡金 9,743 3,233 

前払費用 55,004 41,652 

繰延税金資産 238,209 339,794 

その他 191,248 74,556 

貸倒引当金 △7,079 △4,281 

流動資産合計 17,890,432 18,182,627 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,747,289 5,755,113 

減価償却累計額 △3,816,897 △3,716,679 

建物及び構築物（純額） 1,930,392 2,038,433 

機械装置及び運搬具 2,389,346 2,379,817 

減価償却累計額 △1,966,551 △1,886,928 

機械装置及び運搬具（純額） 422,795 492,889 

工具、器具及び備品 998,697 1,006,972 

減価償却累計額 △913,488 △894,525 

工具、器具及び備品（純額） 85,209 112,447 

土地 1,921,280 1,924,183 

リース資産 134,147 131,494 

減価償却累計額 △51,213 △28,724 

リース資産（純額） 82,933 102,769 

建設仮勘定 16,876 － 

有形固定資産合計 4,459,487 4,670,723 

無形固定資産   

リース資産 18,700 23,650 

その他 14,413 16,765 

無形固定資産合計 33,113 40,415 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,976,509 3,217,777 

長期前払費用 14,846 19,620 

繰延税金資産 45,086 41,758 

その他 250,978 283,697 

貸倒引当金 △29,302 △57,210 

投資その他の資産合計 3,258,118 3,505,643 

固定資産合計 7,750,719 8,216,783 

資産合計 25,641,151 26,399,411 
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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 858,685 1,151,337 

リース債務 35,061 36,076 

未払費用 98,464 91,267 

未払法人税等 32,189 41,952 

前受金 118,046 102,992 

賞与引当金 170,928 252,614 

役員賞与引当金 2,875 9,800 

工事補償等引当金 257,669 198,429 

受注損失引当金 45,000 15,413 

その他 296,516 950,681 

流動負債合計 1,915,436 2,850,565 

固定負債   

リース債務 67,475 90,362 

繰延税金負債 254,553 148,146 

退職給付引当金 1,588,634 1,685,349 

役員退職慰労引当金 238,548 267,200 

固定負債合計 2,149,212 2,191,059 

負債合計 4,064,649 5,041,624 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金 17,302,188 17,233,045 

自己株式 △56,546 △56,402 

株主資本合計 21,150,477 21,081,478 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 426,048 296,865 

為替換算調整勘定 △22,356 △31,077 

評価・換算差額等合計 403,691 265,788 

少数株主持分 22,333 10,519 

純資産合計 21,576,502 21,357,786 

負債純資産合計 25,641,151 26,399,411 
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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 9,245,995 7,958,368 

売上原価 7,245,501 6,129,011 

売上総利益 2,000,493 1,829,356 

販売費及び一般管理費   

運賃 116,242 116,207 

特許権使用料 2,790 105 

販売手数料 96,363 114,189 

広告宣伝費 25,934 9,550 

貸倒引当金繰入額 1,937 111 

役員報酬 98,480 79,371 

従業員給料及び手当 502,719 478,335 

賞与引当金繰入額 77,197 56,489 

役員賞与引当金繰入額 4,949 2,075 

福利厚生費 117,830 112,035 

退職給付引当金繰入額 60,962 64,804 

役員退職慰労引当金繰入額 28,254 24,917 

旅費及び交通費 71,657 65,523 

賃借料 49,650 44,287 

工事補償等引当金繰入額 23,715 119,652 

研究開発費 135,272 101,575 

減価償却費 52,842 51,709 

その他 277,952 253,803 

販売費及び一般管理費合計 1,744,753 1,694,744 

営業利益 255,740 134,612 

営業外収益   

受取利息 47,172 34,293 

受取配当金 46,632 38,259 

デリバティブ評価益 － 81,166 

持分法による投資利益 36,089 － 

為替差益 － 13,224 

助成金収入 － 30,247 

その他 12,498 23,689 

営業外収益合計 142,393 220,880 

営業外費用   

支払利息 375 556 

持分法による投資損失 － 7,568 

為替差損 42,476 － 

デリバティブ評価損 284,013 － 

たな卸資産処分損 3,700 － 

その他 3,688 4,028 

営業外費用合計 334,254 12,153 

経常利益 63,878 343,339 
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（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) 

特別利益   

前期損益修正益 － 24,811 

固定資産売却益 － 4,867 

工事補償等引当金戻入額 － 19,106 

特別利益合計 － 48,784 

特別損失   

固定資産除却損 9,364 2,864 

投資有価証券評価損 92,094 － 

たな卸資産評価損 10,538 － 

特別損失合計 111,997 2,864 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△48,118 389,259 

法人税、住民税及び事業税 41,129 35,807 

法人税等調整額 72,048 98,407 

法人税等合計 113,177 134,214 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,677 10,134 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △156,618 244,910 

           

株式会社ササクラ（6303）平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 8 －



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△48,118 389,259 

減価償却費 250,193 269,268 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,241 △25,473 

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,283 △81,686 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,251 △6,925 

工事補償等引当金の増減額(△は減少) △13,626 59,240 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △49,440 29,587 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72,437 △98,570 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,434 △28,652 

受取利息及び受取配当金 △93,805 △72,552 

支払利息 375 556 

為替差損益（△は益） 5,242 △4,405 

持分法による投資損益（△は益） △36,089 7,568 

固定資産除売却損益（△は益） 9,364 △2,003 

売上債権の増減額（△は増加） 2,583,108 3,116,727 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,843,401 △75,326 

仕入債務の増減額（△は減少） △312,091 △302,784 

その他 94,324 △594,249 

小計 406,740 2,579,580 

利息及び配当金の受取額 155,401 95,964 

利息の支払額 △379 △559 

法人税等の支払額 △378,576 △41,475 

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,186 2,633,509 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △356,434 △215,135 

有形固定資産の売却による収入 84 13,983 

投資有価証券の取得による支出 △4,772 △5,431 

その他 △14,131 △338 

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,254 △106,922 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △26,528 

自己株式の取得による支出 △56,304 △143 

配当金の支払額 △194,225 △175,767 

少数株主への配当金の支払額 △301 △763 

財務活動によるキャッシュ・フロー △250,831 △203,202 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,593 11,914 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △257,492 2,335,299 

現金及び現金同等物の期首残高 6,080,842 6,367,241 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,823,349 8,702,541 
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該当事項はありません。 

  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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

      事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２ 各事業区分の主な製品 

      船舶用機器事業    船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バ 

                 タフライ弁等。  

      陸上用機器事業    空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール等。 

      水処理装置事業    陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等。 

      消音冷熱装置事業他  騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、水冷媒放射空調システム、駐車場経営等。 

  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）  

  全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の 

 記載を省略しております。 

  

  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）  

  全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の 

 記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
船舶用 

機器事業 
（千円） 

陸上用 
機器事業 
（千円） 

水処理 
装置事業 
（千円） 

消音冷熱 
装置事業他 
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 3,257,273  1,586,235  3,086,894  1,315,591  9,245,995  －  9,245,995

(2）

 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  3,257,273  1,586,235  3,086,894  1,315,591  9,245,995  －  9,245,995

営業利益又は 

営業損失（△）  
 322,162  22,787  △122,217  33,007  255,740  －  255,740

  
船舶用 

機器事業 
（千円） 

陸上用 
機器事業 
（千円） 

水処理 
装置事業 
(千円)  

消音冷熱 
装置事業他 
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 2,397,039  2,551,455  2,049,232  960,641  7,958,368  －  7,958,368

(2）

 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －      －  －  －  －  －

計  2,397,039  2,551,455  2,049,232  960,641  7,958,368  －  7,958,368

営業利益又は 

営業損失（△）  
 167,498  231,328  △92,986  △171,227  134,612  －  134,612

〔所在地別セグメント情報〕
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  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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 各区分の属する主な国又は地域 

     (1) アジア（除く中東）……韓国・中国・インドネシア 

     (2) 中東………………………サウジアラビア・バーレーン・イラン 

     (3) その他の地域……………ギリシャ・英国・米国 

    ３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。  

（重要な後発事象）  

  当社は平成22年２月10日開催の取締役会において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす

るため、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を下

記のとおり、決議しました。 

（1）取得する株式の種類 

当社普通株式 

（2）取得する株式の総数 

200,000株（上限） 

（3）取得する期間 

平成22年２月12日から平成22年３月24日まで 

（4）取得価額の総額 

130,000,000円（上限） 

（5）取得の方法  

市場買付 

  

〔海外売上高〕

  
アジア 

（除く中東）  
中東 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）          1,058,850  144,820  21,468  1,225,138

Ⅱ 連結売上高（千円）       9,245,995

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 11.5  1.6  0.2  13.3

  
アジア 

（除く中東）  
中東 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）     666,953  953,258  16,258  1,636,470

Ⅱ 連結売上高（千円）       7,958,368

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 8.4  12.0  0.2  20.6

（６）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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