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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 2,609 △7.3 206 △1.2 56 334.0 13 ―
21年3月期第3四半期 2,816 ― 209 ― 12 ― △22 ―

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 526.51 ―
21年3月期第3四半期 △856.76 ―

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 5,258 3,524 67.0 137,147.66
21年3月期 5,442 3,596 65.9 138,899.55

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,524百万円 21年3月期  3,589百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
2,500.00 2,500.00

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 3,700 0.8 375 97.4 375 93.3 217 557.6 8,444.89
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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．その他をご覧ください。 

(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 
本資料に記載されている業績見通し、予想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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いては、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ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 27,200株 21年3月期  27,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,504株 21年3月期  1,361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 25,711株 21年3月期第3四半期 26,468株
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    当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出に持ち直しの動きがあるものの、 

  企業収益は依然低水準に推移しており、雇用情勢の悪化等による個人消費の低迷等が続き、先行きは予断を許さ 

   ない状況のまま推移しました。 

   当業界におきましても、病院や介護施設などの大型案件が減少するなど施設向け販売は依然として厳しい状況 

    が続きました。一方、介護保険市場において、車いすの貸与件数は平成21年11月審査分で約50万件（厚生労働省 

      「介護給付費調査実態月報」（前年同月比107.5％））となっております。 

     このような事業環境の中、当社グループは、主力製品の拡販や費用の削減、中国子会社での品質向上、生産の 

    効率化に努めてまいりました。 

     その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、特殊車いすのレンタル事業者による新規採用 

    や子会社からの新製品発売があったものの、ＯＥＭ製品の在庫調整の影響を受け、2,609百万円（前年同期比 

    7.3％減）となりました。営業利益につきましては、当社グループの生産拠点である中国において、生産合理化に

       よる原価低減や費用削減に努めた結果、206百万円（前年同期比1.2％減）となりました。また、経常利益につき 

       ましては、急激な円高進行により、ドル建仕入の為替変動リスクを低減する目的で締結した通貨オプションによ 

    る長期為替予約について、当第３四半期連結会計期間末の時価評価の結果、デリバティブ評価損62百万円が発生 

       し、経常利益56百万円（前年同期比334.0％増）となりました。四半期純利益につきましては、四半期純利益13百

    万円（前年同期は四半期純損失22百万円）となりました。 

       所在地別セグメントの業績は、日本では、売上高2,595百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益243百万円（前

       年同期比13.0％減）、中国では、売上高775百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益1百万円（前年同期は営業 

       損失94百万円）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

  当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ184百万円減少し、5,258百万円（前

 期末比3.4％減）となりました。これは、主に棚卸資産の減少によるものであります。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ112百万円減少し、1,733百万円（前期末比6.1％減）となりました。これ 

 は、主に未払法人税等の減少によるものであります。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、3,524百万円（前期末比2.0％減）となりました。これ

 は、主に利益剰余金の減少によるものであります。  

  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.1ポイント増加し、67.0％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。）は、前連結会計年度末に

 比べ50百万円増加し、1,279百万円（前年同期は1,145百万円）となりました。 

  当第３四半期連結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） 

  当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、51百万円（前年同期は163百万円の獲 

 得）となりました。これは、主に棚卸資産の減少額が64百万円あったこと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） 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は、30百万円（前年同期は15百万円の使 

  用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が15百万円あったこと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） 

  当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は、31百万円（前年同期は176百万円の使 

  用）となりました。これは、主にセール・アンド・リースバックによる収入が96百万円あったことによるものであ

  ります。  

  

  

  当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、介護保険制度による車いすの貸与

 件数は徐々にではありますが、増加基調にあります。また、平成21年９月に総務省が発表した65歳以上の高齢者人

 口は2,897万人に達し、福祉用具の潜在的需要は拡大基調にあると考えられます。  

  当社グループは、安全で安心な製品を確保するべく主要製品の原材料や設計を見直し、製品のリニューアルを図

 るとともに、新製品を平成22年１月より市場に投入いたしました。 

  このような背景から当連結会計年度の業績は、おおむね当初の予想通りに推移すると見込んでおり、平成21年５

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
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 月15日に開示いたしました平成22年３月期の連結業績予想（通期）に変更はありません。 

  ドル建て仕入に係る為替変動リスクを低減する目的で締結した長期為替予約について時価評価により、当社グル

 ープの財政状況に影響を及ぼす可能性がありますが、その場合にはすみやかに業績予想の修正を行う予定でありま

 す。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

 られるため、前連結会計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。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

  

 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 1,320,460 1,262,604

受取手形及び売掛金 591,647 641,307

有価証券 10,161 10,152

商品及び製品 385,335 359,704

仕掛品 143,252 177,985

原材料及び貯蔵品 360,845 416,112

繰延税金資産 12,488 50,309

デリバティブ資産 － 1,641

その他 171,590 191,589

貸倒引当金 △1,293 △4,035

流動資産合計 2,994,487 3,107,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 819,815 856,018

機械装置及び運搬具（純額） 161,716 177,936

土地 1,028,166 1,028,166

建設仮勘定 8,600 1,209

その他（純額） 23,119 31,760

有形固定資産合計 2,041,419 2,095,091

無形固定資産   

のれん 47,497 68,379

その他 12,235 14,337

無形固定資産合計 59,733 82,717

投資その他の資産   

投資有価証券 15,277 14,833

繰延税金資産 14,422 13,523

その他 134,161 130,252

貸倒引当金 △1,320 △1,402

投資その他の資産合計 162,541 157,207

固定資産合計 2,263,694 2,335,016

資産合計 5,258,182 5,442,388
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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 111,599 153,461

短期借入金 866,000 714,000

1年内返済予定の長期借入金 75,272 149,533

リース債務 17,837 16,673

未払法人税等 3,539 140,337

賞与引当金 21,521 44,079

デリバティブ負債 93,601 65,161

その他 143,677 122,526

流動負債合計 1,333,048 1,405,774

固定負債   

長期借入金 92,530 146,687

リース債務 65,587 79,730

退職給付引当金 35,215 30,793

負ののれん 29,930 36,838

デリバティブ負債 120,697 88,086

長期未払金 56,911 58,136

固定負債合計 400,873 440,272

負債合計 1,733,922 1,846,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 694,013 745,073

自己株式 △126,903 △118,000

株主資本合計 3,568,560 3,628,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 229 △1,033

為替換算調整勘定 △44,643 △38,463

評価・換算差額等合計 △44,413 △39,497

少数株主持分 113 7,316

純資産合計 3,524,259 3,596,341

負債純資産合計 5,258,182 5,442,388
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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 2,816,012 2,609,548

売上原価 1,623,341 1,457,308

売上総利益 1,192,671 1,152,240

販売費及び一般管理費 983,576 945,748

営業利益 209,094 206,492

営業外収益   

受取利息 1,641 713

受取配当金 847 228

受取家賃 2,836 2,258

負ののれん償却額 6,907 6,907

その他 7,900 4,877

営業外収益合計 20,133 14,985

営業外費用   

支払利息 10,404 15,503

為替差損 70,992 85,404

デリバティブ評価損 128,664 62,692

その他 6,205 1,631

営業外費用合計 216,266 165,231

経常利益 12,960 56,246

特別利益   

貸倒引当金戻入額 324 93

固定資産売却益 2,309 －

投資有価証券売却益 11,981 1,838

特別利益合計 14,615 1,931

特別損失   

固定資産除却損 2,658 －

投資有価証券評価損 5,000 －

特別損失合計 7,658 －

税金等調整前四半期純利益 19,917 58,178

法人税、住民税及び事業税 8,031 14,564

法人税等調整額 43,066 36,057

法人税等合計 51,098 50,621

少数株主損失（△） △8,503 △5,980

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,676 13,537
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（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 19,917 58,178

減価償却費 73,159 67,663

のれん償却額 24,272 24,272

負ののれん償却額 △6,907 △6,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,129 △2,942

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,331 △22,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 420 4,421

受取利息及び受取配当金 △2,489 △942

支払利息 10,404 15,503

為替差損益（△は益） 1,549 1,003

デリバティブ評価損益（△は益） 128,664 62,692

固定資産売却損益（△は益） △2,309 －

固定資産除却損 2,658 －

投資有価証券売却損益（△は益） △11,981 △1,838

投資有価証券評価損益（△は益） 5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 148,436 49,729

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,923 64,467

仕入債務の増減額（△は減少） 6,121 △53,986

その他 △26,703 13,871

小計 121,828 272,628

利息及び配当金の受取額 2,489 942

利息の支払額 △13,810 △14,556

法人税等の還付額 58,785 －

法人税等の支払額 △6,264 △207,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,027 51,102

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 △87,657 △73,699

定期預金の払戻による収入 81,386 66,213

有形固定資産の取得による支出 △19,438 △15,671

無形固定資産の取得による支出 △755 △570

投資有価証券の取得による支出 △2,605 △462

投資有価証券の売却による収入 25,581 3,985

関係会社株式の取得による支出 － △4,612

出資金の払込による支出 － △1,000

関係会社出資金の取得による支出 △35,889 －

その他投資の取得による支出 － △5,023

その他投資の売却による収入 24,256 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,122 △30,841
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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) 

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） 34,500 152,113

長期借入金の返済による支出 △109,693 △129,901

セール・アンド・リースバックによる収入 － 96,204

リース債務の返済による支出 － △12,885

自己株式の取得による支出 △35,159 △8,902

配当金の支払額 △65,766 △65,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,120 31,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,203 △1,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,418 50,378

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,783 1,229,423

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

60,576 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,145,941 1,279,801
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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）及び当第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） 

  

  当社グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判 

 断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で

4,439千円減少しております。 

  

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） 

（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

  

  

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）及び当第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） 

  

  海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  2,800,527  15,485  2,816,012 －  2,816,012

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替額 
－  790,667  790,667 (790,667) －

計  2,800,527  806,153  3,606,680 (790,667)  2,816,012

    営業利益又は営業損失(△)  279,372  △94,629  184,743  24,351  209,094

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  2,595,500  14,048  2,609,548 －   2,609,548

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替額 
－   761,532  761,532 (761,532) －  

計  2,595,500  775,580  3,371,080 (761,532)  2,609,548

    営業利益  243,065  1,106  244,171 (37,679)  206,492

〔海外売上高〕

（６）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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