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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 5,074 △23.8 147 △83.5 137 △84.2 108 △81.3

21年3月期第3四半期 6,661 ― 896 ― 868 ― 577 ―

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 16.80 ―

21年3月期第3四半期 89.59 ―

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 9,617 4,143 43.1 643.00
21年3月期 11,067 4,076 36.8 632.51

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,143百万円 21年3月期  4,076百万円

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 7.50 7.50
22年3月期 0.00 0.00 0.00

22年3月期 
（予想）

2.50 2.50

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 6,744 △22.0 177 △84.6 157 △85.7 140 △77.3 21.72



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 

本資料に記載されている業績の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。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４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 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 6,627,360株 21年3月期  6,627,360株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  182,792株 21年3月期  182,792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 6,444,568株 21年3月期第3四半期 6,445,126株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した経済危機の影響から、設

備投資や個人消費が低迷し、景気は依然として厳しい状況が続き２番底の懸念さえ出てまいりました。当社グループ

の主要顧客である鉄構・建設業界におきましても、同様に非常に厳しい状況が続いております。 

 溶融亜鉛めっき業界では、好不況の波が３～６ヶ月遅れでやってまいりますので、前第３四半期以降急速に受注が

減少した上、主原料である亜鉛価格は高止まりしております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは「顧客満足度の向上」を掲げる経営方針に基づき、納期・品質ニー

ズへの対応などお客様第一の施策、さらには、生産の効率化とコスト削減ならびに適正販売価格の形成に努めてまい

りました。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間の売上高は、中華人民共和国へのプラント輸出による海外売上があった

ものの、前年同期のような特需も存在せず、５０億７千４百万円（前年同期比23.8％減）となりました。利益面につ

きましては、受注の減少に伴う生産効率の悪化と亜鉛価格の高止まりにより１億４千７百万円（前年同期比83.5%

減）の営業利益となり、経常利益は１億３千７百万円（前年同期比84.2%減）、四半期純利益は１億８百万円（前年

同期比81.3%減）となりました。 

   

 当第３四半期連結期間末の総資産は、９６億１千７百万円（前連結会計年度末比１４億５千万円減）となりまし

た。 

 流動資産は、３９億１千１百万円（前連結会計年度末比１４億８千５百万円減）となりました。主な要因は、現金

及び預金の減少１２億３千４百万円によるものであります。固定資産は５７億６百万円（前連結会計年度末比３千５

百万円増）となりました。有形固定資産は４８億３千２百万円（前連結会計年度末比３千４百万円増）となりまし

た。無形固定資産は２億２百万円（前連結会計年度末比１百万円減）となりました。投資その他の資産は、６億７千

１百万円（前連結会計年度末比２百万円増）となりました。 

 負債は、流動負債が２０億９千３百万円（前連結会計年度末比９億７千１百万円減）となりました。主な要因は支

払手形及び買掛金の減少が１億５千１百万円、短期借入金の減少が２億３百万円、未払法人税等の減少が２億６千５

百万円等によるものであります。固定負債は３３億８千万円（前連結会計年度末比５億４千６百万円減）となりまし

た。主な要因は長期借入金の減少が４億３千７百万円等であります。 

 純資産は４１億４千３百万円（前連結会計年度末比６千７百万円増）となりました。 

  

（連結キャッシュ・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は、前連結会計年度末に比べ１２億４千４百万円減少

し、５億８千万円となりました。 

 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」 

 営業活動の結果、減少した資金は９千６百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が１億２千万円、

売上債権の減少が２億５千６百万円あり、法人税の支払額が２億６千９百万円、仕入債務の減少が１億５千１百万

円、前受金の減少が１億８千１百万円あったこと等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」 

 投資活動の結果、減少した資金は４億５千万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が４億４

千９百万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」 

 財務活動の結果、減少した資金は６億９千７百万円となりました。これは主に長期借入による収入が１億円あった

ものの、長期借入金の返済による支出が７億６百万円、短期借入金の純減額が３千４百万円、配当金の支払額が４千

７百万円あったことによるものであります。 

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



  

 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10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で修正いた

しました連結業績予想に変更はございません。 

  

 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の棚卸高の算出に関しては、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。  

 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。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

 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 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ては、前連結会計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無いと認められる場合においては、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合にお

いては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影

響を加味したもの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。  

  

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）

（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



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 590,534 1,824,902

受取手形及び売掛金 2,279,395 2,535,694

製品 97,052 91,935

原材料及び貯蔵品 579,978 643,010

繰延税金資産 14,357 29,294

その他 360,042 283,709

貸倒引当金 △10,247 △12,156

流動資産合計 3,911,113 5,396,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,004,305 3,980,469

減価償却累計額 △2,722,843 △2,657,489

建物及び構築物（純額） 1,281,461 1,322,979

機械装置及び運搬具 3,554,719 3,320,652

減価償却累計額 △2,865,741 △2,786,545

機械装置及び運搬具（純額） 688,978 534,107

土地 2,764,308 2,764,308

リース資産 48,424 28,254

減価償却累計額 △11,908 △4,108

リース資産（純額） 36,516 24,145

建設仮勘定 27,620 116,203

その他 251,376 242,756

減価償却累計額 △217,818 △206,487

その他（純額） 33,557 36,269

有形固定資産合計 4,832,442 4,798,011

無形固定資産 202,393 204,325

投資その他の資産   

投資有価証券 293,896 229,872

繰延税金資産 22,269 10,897

その他 376,043 453,233

貸倒引当金 △20,476 △24,831

投資その他の資産合計 671,734 669,172

固定資産合計 5,706,570 5,671,509

資産合計 9,617,683 11,067,900



（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 472,599 623,699

短期借入金 858,112 1,061,738

リース債務 9,497 7,350

未払費用 70,559 39,690

未払法人税等 321 266,309

未払消費税等 4,162 45,248

賞与引当金 73,289 128,903

設備関係支払手形 75,943 150,904

その他 528,938 741,261

流動負債合計 2,093,423 3,065,105

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 2,351,138 2,788,579

リース債務 29,421 18,001

繰延税金負債 12,864 7,704

再評価に係る繰延税金負債 282,416 282,416

退職給付引当金 447,745 450,314

役員退職慰労引当金 156,826 279,097

その他 － 438

固定負債合計 3,380,412 3,926,551

負債合計 5,473,835 6,991,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,958 770,958

資本剰余金 736,261 736,261

利益剰余金 2,249,260 2,189,354

自己株式 △37,669 △37,669

株主資本合計 3,718,810 3,658,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,633 10,934

土地再評価差額金 406,403 406,403

評価・換算差額等合計 425,036 417,338

純資産合計 4,143,847 4,076,242

負債純資産合計 9,617,683 11,067,900



（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 6,661,282 5,074,661

売上原価 4,866,011 4,104,898

売上総利益 1,795,270 969,762

販売費及び一般管理費 899,054 821,901

営業利益 896,216 147,861

営業外収益   

受取利息 955 1,392

受取配当金 8,101 9,140

保険解約返戻金 － 23,114

スクラップ売却収入 8,390 －

その他 9,470 9,164

営業外収益合計 26,917 42,813

営業外費用   

支払利息 52,370 50,106

手形売却損 1,207 663

その他 600 2,332

営業外費用合計 54,178 53,102

経常利益 868,955 137,571

特別利益   

過年度損益修正益 － 4,565

貸倒引当金戻入額 2,337 4,887

投資有価証券売却益 20 －

特別利益合計 2,357 9,453

特別損失   

固定資産除売却損 27,323 22,501

投資有価証券評価損 15,387 4,054

特別損失合計 42,711 26,555

税金等調整前四半期純利益 828,601 120,469

法人税、住民税及び事業税 230,029 8,784

法人税等調整額 21,177 3,445

法人税等合計 251,206 12,229

四半期純利益 577,394 108,240



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,270,243 1,786,249

売上原価 1,610,948 1,405,540

売上総利益 659,295 380,708

販売費及び一般管理費 298,174 282,634

営業利益 361,120 98,074

営業外収益   

受取利息 483 369

受取配当金 1,566 1,123

スクラップ売却収入 521 －

受取保険金 － 2,492

その他 816 1,987

営業外収益合計 3,387 5,972

営業外費用   

支払利息 16,746 15,561

手形売却損 308 260

その他 300 1,717

営業外費用合計 17,355 17,538

経常利益 347,152 86,508

特別利益   

貸倒引当金戻入額 108 1,075

投資有価証券売却益 20 －

特別利益合計 128 1,075

特別損失   

固定資産除売却損 4,382 2,565

投資有価証券評価損 15,387 4,054

特別損失合計 19,770 6,619

税金等調整前四半期純利益 327,511 80,964

法人税、住民税及び事業税 70,308 2,690

法人税等調整額 21,087 11,184

法人税等合計 91,396 13,875

四半期純利益 236,115 67,089



（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 828,601 120,469

減価償却費 188,485 308,338

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,953 △55,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,043 △4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,746 △2,569

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,829 △122,270

受取利息及び受取配当金 △9,056 △10,533

保険返戻金 － △23,114

支払利息 52,370 50,106

投資有価証券評価損益（△は益） 15,387 4,054

固定資産除売却損益（△は益） 27,323 22,501

売上債権の増減額（△は増加） △125,941 256,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,216 57,915

仕入債務の増減額（△は減少） △10,145 △151,100

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,527 △41,086

前受金の増減額（△は減少） － △181,472

その他 99,597 △17,759

小計 972,599 210,163

利息及び配当金の受取額 8,955 10,617

利息の支払額 △50,979 △48,462

法人税等の支払額 △254,926 △269,187

営業活動によるキャッシュ・フロー 675,648 △96,869

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 － △10,000

有形固定資産の取得による支出 △138,613 △449,114

有形固定資産の除却による支出 △13,490 △8,635

無形固定資産の取得による支出 － △3,926

投資有価証券の取得による支出 △43,743 △152,148

投資有価証券の売却による収入 56 －

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

保険積立金の解約による収入 － 105,571

その他 △10,666 △31,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,458 △450,163



（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） △114,500 △34,500

長期借入れによる収入 600,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △913,356 △706,567

自己株式の取得による支出 △247 －

リース債務の返済による支出 － △8,284

配当金の支払額 △48,059 △47,983

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,162 △697,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,972 △1,244,367

現金及び現金同等物の期首残高 906,800 1,824,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 899,828 580,534



  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）  

 当社連結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

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） 

 当社連結グループは、専ら溶融亜鉛めっき加工及びこれに付帯する事業を営んでいますので、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）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が無いため、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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が無いため、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） 

 海外売上高が無いため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） 

 （注）海外売上高は、当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。 

  

 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〕

〔海外売上高〕

  中国  計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 302,698  302,698  

 Ⅱ 連結売上高（千円） 5,074,661  5,074,661  

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.0  6.0  

（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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