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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 2,667 △3.7 △38 ― △60 ― △52 ―

21年3月期第3四半期 2,770 ― △58 ― △79 ― △107 ―

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 △4.33 ―

21年3月期第3四半期 △8.84 ―

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 6,038 1,147 19.0 94.77
21年3月期 6,464 1,192 18.5 98.48

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,147百万円 21年3月期  1,192百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 4,151 0.4 5 ― △26 ― △23 ― △1.90
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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） 

[（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) 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 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 12,127,500株 21年3月期  12,127,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  14,998株 21年3月期  14,030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 12,112,536株 21年3月期第3四半期 12,114,640株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
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［定性的情報・財務諸表等］ 
 
１．経営成績に関する定性的情報 
 
  当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退に底打ち感が出てきているも

のの、企業業績は依然低迷しており、雇用情勢の悪化、消費マインドの冷え込み等引き続き厳しい
状況が続きました。また、当第３四半期後半には、デフレ懸念や為替相場の急激な変動等、国内景
気の先行きに不透明感が強まりました。 
当社におきましては、受注競争は厳しく、当社をとりまく環境も厳しい状況の結果、当第３四半

期累計期間における業績について部門別の売上高は、破砕粉砕機部門は破砕機本体が増加し３０８
百万円（前年同期比 15.3%増）、砂利砕石他撰別装置部門の売上はなく、部品修理雑工事部門は部
品加工が減少し１７１百万円（前年同期比 36.4%減）、環境装置部門はプラント設備機器の売上が
減少し１３９百万円（前年同期比 61.9%減）、橋梁鉄構及び水処理装置部門は橋梁鉄構の売上が増
加し８４４百万円（前年同期比 103.0%増）、ライニング製品部門は半導体関連製品が減少し３５１
百万円（前年同期比 59.1%減）、その他の機械部門は建設用機器等が増加し５０５百万円（前年同
期比 116.9%増）、液晶関連装置部門は組付作業の減少により２８百万円（前年同期比 79.9%減）、
その他部門は他社製品取扱い高が増加し２２３百万円（前年同期比 97.1%増）、役務収益部門はゴ
ルフ練習場は微増しましたが賃貸収入が減少し９４百万円（前年同期比 2.2%減）となり、全体とし
ては売上高２，６６７百万円（前年同期比３.７%減）となりました。利益面につきましては、売上
高の減少等により、営業損失３８百万円、経常損失６０百万円、四半期純損失５２百万円となりま
した。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
 
 （１）財政状態の変動状況 
 
  当第３四半期会計期間末における資産合計は６，０３８百万円となり、前事業年度末に比べ４２

５百万円減少しました。これは主に売掛金及び仕掛品等の減少によるものです。負債合計は４，８
９０百万円となり、前事業年度末に比べ３８０百万円減少しました。これは主に支払手形の減少に
よるものです。純資産合計は１，１４７百万円となり、前事業年度末に比べ４５百万円減少しまし
た。これは主に利益剰余金の減少によるものです。 

 
 （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４４百万円減少し、

７００百万円となりました。 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により６４百万円の支出となり、前年

同四半期に比べ３４２百万円増加しました。 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により６５百万円の支

出となり、前年同四半期に比べ４４百万円減少しました。 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により８５百万円の収入となり、

前年同四半期に比べ３９２百万円減少しました。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
 
  平成２２年３月期の業績予想につきましては、平成２１年１１月５日発表「業績予想の修正に関

するお知らせ」より変更ありません。 
 
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 
 

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第２四半期会計期間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、第２四半期会計期間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 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出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会

計期間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。 
   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

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
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③ 原価差異の配賦方法 
      予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売

上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に部門別区分により実施する方法によって
おります。 

④ 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、事業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。 
⑤ 経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方
法による概算額で計上する方法によっております。 

⑥ 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。 
      繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前事業年度末以降に経営環境等、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ので、前事業年度において使
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。 

⑦ 工事原価総額の見積方法 
   工事原価総額の見積りに当たり、当第３四半期会計期間末における工事原価総額が、第

２四半期会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる
工事契約を除き、第２四半期会計期間末に見積った工事原価総額を、当第３四半期会計期
間末における工事原価総額の見積額とする方法によっております。 

  
 (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 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 5 億円以上かつ工期 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１四半期会計期間に着手した工事契
約から、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。 

   なお、この変更により当第３四半期累計期間の売上高が１３１，１６６千円、売上総利
益が１１，６６１千円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は１
１，６６１千円それぞれ減少しております。 
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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 1,731,840 1,556,369

受取手形及び売掛金 1,100,374 1,336,938

商品及び製品 44,175 101,613

仕掛品 1,325,334 1,471,060

原材料及び貯蔵品 274,624 245,276

その他 31,585 48,664

貸倒引当金 △19,420 △18,706

流動資産合計 4,488,512 4,741,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 623,495 651,011

機械及び装置（純額） 154,024 187,736

土地 652,603 652,603

建設仮勘定 － 5,619

その他（純額） 40,878 46,486

有形固定資産合計 1,471,001 1,543,457

無形固定資産 5,049 5,341

投資その他の資産   

投資有価証券 49,395 56,372

その他 33,200 126,987

貸倒引当金 △8,364 △8,653

投資その他の資産合計 74,231 174,705

固定資産合計 1,550,282 1,723,504

資産合計 6,038,795 6,464,721
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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 813,868 1,256,825

短期借入金 2,367,524 2,118,260

未払法人税等 1,587 1,740

前受金 563,209 613,098

賞与引当金 13,149 34,614

その他 130,432 163,734

流動負債合計 3,889,770 4,188,272

固定負債   

長期借入金 516,251 538,129

退職給付引当金 179,814 218,467

長期預り保証金 305,112 326,887

固定負債合計 1,001,178 1,083,483

負債合計 4,890,948 5,271,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 547,731 600,204

自己株式 △1,752 △1,710

株主資本合計 1,153,707 1,206,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,860 △13,257

評価・換算差額等合計 △5,860 △13,257

純資産合計 1,147,846 1,192,964

負債純資産合計 6,038,795 6,464,721
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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 2,770,966 2,667,945

売上原価 2,368,231 2,289,344

売上総利益 402,734 378,600

販売費及び一般管理費 461,332 417,538

営業損失（△） △58,598 △38,937

営業外収益   

受取利息 2,787 1,437

受取配当金 938 818

作業くず売却益 4,423 4,172

その他 2,417 2,155

営業外収益合計 10,565 8,583

営業外費用   

支払利息 30,845 29,697

その他 783 878

営業外費用合計 31,628 30,576

経常損失（△） △79,660 △60,929

特別利益   

有形固定資産売却益 － 236

貸倒引当金戻入額 1,097 100

退職給付引当金戻入額 － 37,074

補助金収入 － 17,861

特別利益合計 1,097 55,272

特別損失   

前期損益修正損 79 －

有形固定資産売却損 － 178

有形固定資産除却損 6,409 113

投資有価証券評価損 15,685 14,373

ゴルフ会員権評価損 4,250 300

雇用調整支出金 － 29,997

特別損失合計 26,424 44,962

税引前四半期純損失（△） △104,987 △50,620

法人税、住民税及び事業税 2,120 1,852

法人税等合計 2,120 1,852

四半期純損失（△） △107,108 △52,472
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【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 858,634 882,229

売上原価 800,871 744,580

売上総利益 57,763 137,648

販売費及び一般管理費 150,561 135,624

営業利益又は営業損失（△） △92,797 2,024

営業外収益   

受取利息 787 263

受取配当金 387 349

作業くず売却益 807 1,091

その他 502 461

営業外収益合計 2,484 2,166

営業外費用   

支払利息 11,142 10,194

その他 296 539

営業外費用合計 11,439 10,733

経常損失（△） △101,752 △6,543

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △34 100

補助金収入 － 10,064

特別利益合計 △34 10,164

特別損失   

有形固定資産売却損 － 178

有形固定資産除却損 6,409 18

投資有価証券評価損 14,236 △1,848

ゴルフ会員権評価損 2,750 －

雇用調整支出金 － 15,027

特別損失合計 23,396 13,375

税引前四半期純損失（△） △125,183 △9,754

法人税、住民税及び事業税 △12,494 585

法人税等合計 △12,494 585

四半期純損失（△） △112,689 △10,339
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(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   

税引前四半期純損失（△） △104,987 △50,620

減価償却費 67,907 72,365

有形固定資産売却損益（△は益） － △58

有形固定資産除却損 6,409 113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,097 425

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,139 △21,465

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,003 △38,652

受取利息及び受取配当金 △3,725 △2,255

支払利息 30,845 29,697

投資有価証券評価損益（△は益） 15,685 14,373

ゴルフ会員権評価損 4,250 300

売上債権の増減額（△は増加） 701,262 186,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △853,631 173,513

仕入債務の増減額（△は減少） △209,165 △442,956

未収消費税等の増減額（△は増加） △35,269 25,795

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,352 27,279

その他 18,855 △15,731

小計 △387,149 △41,201

利息及び配当金の受取額 3,725 2,255

利息の支払額 △29,165 △27,769

法人税等の支払額 － △2,248

法人税等の還付額 5,102 4,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △407,487 △64,717

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 △122 △172

有形固定資産の取得による支出 △9,610 △62,068

有形固定資産の売却による収入 285 262

有形固定資産の除却による支出 － △13

投資有価証券の取得による支出 △10,075 －

関係会社株式の取得による支出 － △4,000

貸付けによる支出 △1,948 －

貸付金の回収による収入 243 438

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,226 △65,553
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(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) 

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） △62,500 110,000

長期借入れによる収入 1,000,000 530,000

長期借入金の返済による支出 △407,049 △532,614

自己株式の取得による支出 △85 △42

配当金の支払額 △30,288 －

その他の支出 △21,774 △21,774

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,302 85,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,588 △44,702

現金及び現金同等物の期首残高 886,700 744,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 936,289 700,057
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 
   該当事項はありません。 
 
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 
   該当事項はありません。 
 
 
６．その他の情報 
 
   該当事項はありません。 
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