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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 7,911 7.4 799 41.7 1,079 52.2 424 170.6
21年3月期第3四半期 7,368 ― 563 ― 709 ― 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 23.30 ―

21年3月期第3四半期 8.16 ―

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 25,402 22,617 82.2 1,286.16
21年3月期 26,746 23,383 81.2 1,129.51

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  20,876百万円 21年3月期  21,726百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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 13,200 11.5 1,100 △20.6 1,400 △10.7 640 10.0 36.09



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、3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） 

〔（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。〕 

(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 

本資料に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。
詳細は、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 19,332,057株 21年3月期  19,332,057株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,100,619株 21年3月期  97,066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 18,232,159株 21年3月期第3四半期 19,238,629株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの、依然と

して先行き不透明な状態のまま推移してまいりました。 

このような環境の中、当社グループは受注時点での採算重視の徹底、高い生産性・効率性の追求によ

る採算の改善等、業績の向上に懸命の努力を注いでまいりました。 

その結果、売上高は7,911百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は799百万円（同41.7％増）、経

常利益は1,079百万円（同52.2％増）、四半期純利益は、株価下落の影響が前年に比し軽微にとどまり

424百万円（同170.6％増）となりました。 

主な事業の部門別では、修理保守部門において引続き改修工事等が前倒しかつ好調裡に推移してお

り、遊戯機械部門も生産性向上により前年に比べ売上が増加する等堅調な推移となっております。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

資産の部では、流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,681百万円減少し12,832百万円となりまし

た。これは主に、有価証券で1,195百万円並びに受取手形及び売掛金で660百万円が減少したことによる

ものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ337百万円増加し12,570百万円となりました。

これは主に、時価回復により投資有価証券が1,017百万円増加したものの、投資その他資産のその他が

538百万円減少したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ1,344百万円減少し25,402百万円となりました。 

負債の部では、前連結会計年度末に比べ578百万円減少し2,785百万円となりました。これは主に、前

受金が472百万円減少したことによります。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が435百万円、利益剰余金が155百万円各々増加したものの、自

己株式取得により自己株式が1,441百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ765百万円減少

し22,617百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累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、前連

結会計年度末と比べ821百万円増加し6,550百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動により得られた資金は973百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益949

百万円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） 

投資活動により得られた資金は1,598百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収

入999百万円（純額）、債券等の売却による収入789百万円（純額）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） 

財務活動により使用した資金は、1,751百万円となりました。これは主に、自己株式取得による支出

1,441百万円と配当金の支払269百万円によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、現在のところ精査中であり、平成21年11月12日に公表いたしました連結

業績予想の修正はしておりません。 

 今後、何らかの変化がありました場合には適切に開示してまいります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・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

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)
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①棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の  

 実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する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、連結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。  

③税金費用の計算  

  当連結会計期間末の税金等調整前純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積  

 り税金等調整前純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

④原価差異の繰延処理  

  操業度の季節的な変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消  

 が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債に繰延べております。  

  

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、請負金額50,000千円以上かつ工期1年超の工事に

ついては工事進行基準を、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したが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準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１四半期連結会計期間より適用し、第

１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結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。これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。  

  

(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 7,062,298 7,241,370

受取手形及び売掛金 2,454,338 3,114,413

有価証券 1,763,844 2,959,408

仕掛品 879,971 593,869

原材料及び貯蔵品 313,564 332,591

その他 358,284 272,229

貸倒引当金 △276 △117

流動資産合計 12,832,026 14,513,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,083,632 4,081,326

減価償却累計額 △823,829 △734,569

建物及び構築物（純額） 3,259,802 3,346,757

機械装置及び運搬具 892,883 895,431

減価償却累計額 △540,807 △453,253

機械装置及び運搬具（純額） 352,076 442,178

土地 2,615,073 2,615,073

建設仮勘定 79,151 31,724

その他 516,003 508,072

減価償却累計額 △391,840 △366,722

その他（純額） 124,162 141,350

有形固定資産合計 6,430,266 6,577,084

無形固定資産   

ソフトウエア 62,565 56,989

その他 13,971 13,971

無形固定資産合計 76,537 70,961

投資その他の資産   

投資有価証券 4,892,194 3,875,014

その他 1,177,784 1,716,444

貸倒引当金 △5,965 △6,391

投資その他の資産合計 6,064,013 5,585,067

固定資産合計 12,570,817 12,233,113

資産合計 25,402,843 26,746,878



（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 712,796 733,518

未払法人税等 103,269 83,475

前受金 131,206 604,127

賞与引当金 133,856 276,149

役員賞与引当金 － 24,000

工事損失引当金 29,343 43,974

その他 255,264 393,544

流動負債合計 1,365,736 2,158,791

固定負債   

退職給付引当金 683,034 709,562

長期未払金 379,801 379,801

その他 356,760 115,323

固定負債合計 1,419,596 1,204,687

負債合計 2,785,332 3,363,478

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,988,997 2,989,102

利益剰余金 15,704,361 15,548,783

自己株式 △1,508,628 △67,336

株主資本合計 20,436,009 21,721,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 440,257 4,317

評価・換算差額等合計 440,257 4,317

少数株主持分 1,741,244 1,657,252

純資産合計 22,617,511 23,383,399

負債純資産合計 25,402,843 26,746,878



(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 7,368,791 7,911,035

売上原価 5,115,975 5,401,636

売上総利益 2,252,815 2,509,398

販売費及び一般管理費 1,688,914 1,710,271

営業利益 563,901 799,126

営業外収益   

受取利息 27,750 35,731

受取配当金 57,076 61,662

保険配当金 37,813 161,151

その他 27,268 23,288

営業外収益合計 149,909 281,833

営業外費用   

支払利息 484 195

支払手数料 1,891 399

その他 1,761 566

営業外費用合計 4,137 1,161

経常利益 709,672 1,079,799

特別利益   

固定資産売却益 506,581 －

投資有価証券清算益 － 20,574

貸倒引当金戻入額 2,869 266

特別利益合計 509,451 20,840

特別損失   

投資有価証券評価損 535,846 148,119

固定資産除却損 708 3,320

たな卸資産廃棄損 1,237 －

出資金評価損 1,000 －

事務所移転費用 37,088 －

支払補償金 501 －

特別損失合計 576,382 151,439

税金等調整前四半期純利益 642,741 949,200

法人税等 387,630 412,129

少数株主利益 98,120 112,224

四半期純利益 156,991 424,846



(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 642,741 949,200

減価償却費 230,412 214,163

ソフトウエア償却費 18,109 21,181

長期前払費用償却額 4,003 4,698

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,748 △142,293

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 △24,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 18,726 △14,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,884 △26,528

長期未払金の増減額（△は減少） △82,676 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,869 △266

受取利息及び受取配当金 △84,826 △97,393

支払利息 484 195

出資金評価損 1,000 －

たな卸資産廃棄損 1,237 －

投資有価証券評価損益（△は益） 535,846 148,119

固定資産売却損益（△は益） △506,581 －

固定資産除却損 708 3,320

売上債権の増減額（△は増加） 1,932,330 660,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △333,219 △267,076

仕入債務の増減額（△は減少） △714,799 △82,664

前受金の増減額（△は減少） 43,253 △472,920

その他の資産の増減額（△は増加） △36,165 496,013

その他の負債の増減額（△は減少） 49,186 78,942

未払消費税等の増減額（△は減少） 250,821 △159,324

その他 － △20,574

小計 1,776,089 1,268,235

利息及び配当金の受取額 86,383 98,071

利息の支払額 △484 △195

法人税等の支払額 △933,564 △392,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,423 973,776



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,743,374 △743,413

定期預金の払戻による収入 743,365 1,743,406

有価証券の取得による支出 △1,200,185 △901,450

有価証券の売却による収入 449,669 2,099,754

投資有価証券の取得による支出 △300,000 △410,300

投資有価証券の売却による収入 － 1,120

有形固定資産の取得による支出 △440,336 △63,331

有形固定資産の売却による収入 955,230 －

無形固定資産の取得による支出 △10,101 △32,532

貸付けによる支出 △4,590 △124,000

貸付金の回収による収入 8,302 9,042

その他 － 20,574

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,542,020 1,598,869

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 － △1,105

自己株式の取得による支出 △3,445 △1,441,567

自己株式の売却による収入 － 275

配当金の支払額 △383,944 △269,049

少数株主への配当金の支払額 △36,000 △40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,389 △1,751,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,036,985 821,198

現金及び現金同等物の期首残高 6,184,786 5,729,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,147,801 6,550,919



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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

全セグメントの連結売上高の合計額、営業利益の合計額に占める製造業の割合が、いずれも90％を超

えているため種類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） 

当社は、取締役会決議に基づき平成21年10月1日付けで市場より自己株式を取得いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が1,441,292千円増加し、当第３連結会計期

間末おいて自己株式が1,508,628千円となっております。 

  

本日、「代表取締役の異動に関するお知らせ」を開示しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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