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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 8,729 134.6 695 ― 679 ― 150 ―
21年3月期第3四半期 3,721 ― △184 ― △367 ― △77 ―

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 0.33 ―
21年3月期第3四半期 △0.17 ―

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 15,483 7,106 28.2 9.70
21年3月期 14,600 6,854 29.1 9.44

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  4,365百万円 21年3月期  4,249百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 
（予想）

0.05 0.05

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 11,100 61.1 600 1,011.1 600 ― 200 ― 0.44
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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  

(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 
１．本資料に記載されている業績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。 

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 450,993,208株 21年3月期 450,993,208株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 831,532株 21年3月期 817,421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 450,168,732株 21年3月期第3四半期 450,193,940株
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【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 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界経済の回復による輸出・生産の増加、コストの

削減を背景に企業収益は改善し景気は持ち直しているものの、設備投資の過剰感、雇用・所得環境

の悪化による個人消費の停滞など、依然として景気回復力は弱い状態が続いております。 

かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、8,729百万円と前年同期と比べ5,008百

万円（134.6％）増加しました。また営業利益は、695百万円と前年同期と比べ879百万円の増加、経

常利益は、679百万円と前年同期比1,047百万円の増加、四半期純利益は、150百万円と前年同期比

227百万円の増加となりました。 

各部門別の状況は、概ね次のとおりであります。 

製造供給事業部門 

①機械、機器事業 

プラスチック押出機部門並びに土木試験機部門は、設備産業の不況に伴い、第２四半期連結

会計期間において収益の改善が見られましたが、第３四半期連結会計期間には減収減益となり

ました。 

例年第４四半期に売上が集中する傾向があり、収益の改善が予想されます。 

②筺体等事業 

光栄工業株式会社におけるATM筐体製造事業は、金融業界の不振の影響を受け、減収減益でし

た。 

下期は、更なるコストダウンにより収益が上がる体質作りを進めます。 

③容器事業 

㈱ユタカは、売上高、営業利益等現在の経済環境の中においては比較的順調であります。 

 

住宅関連事業部門 

④住宅関連事業 

当事業部門は第２四半期連結累計期間において、予想以上に売上高、営業利益が伸びました。

第３四半期連結会計期間においても、売上高、営業利益とも、順調に推移しています。 

 

流通サービス事業部門 

⑤流通サービス事業 

当事業部門は、流通事業を縮小して、企画、再生投資にシフトしております。グループの方

針は、製造業及び建築関連事業等の増大に注力しています。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ883百万円増加し、15,483百万

円となりました。主な要因は、現金預金が214百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が538百

万円増えたことなどによります。 
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また、負債は、前連結会計期間末に比べ、631百万円増加し、8,376百万円となりました。主な要

因は、短期借入金が199百万円及び未払法人税等が347百万円増えたことなどによります。 

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ252百万円増加し、7,106百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金の増加は748百万円、投資活動による

資金の減少は734百万円、財務活動による資金の減少は244百万円となり、この結果現金及び現金同

等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ230百万円減少し931百万円になりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

（連結） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 通     期 11,100 百万円 600 百万円 200 百万円 

（注）１．本資料に記載されている業績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。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

（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 

①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）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 

該当事項はありません。 
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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 1,314,752 1,528,999

受取手形及び売掛金 1,211,869 673,024

たな卸資産 2,397,028 2,363,254

短期貸付金 1,542,564 681,049

未収入金 89,965 776,645

繰延税金資産 84,832 73,223

その他 351,667 221,651

貸倒引当金 △80,598 △59,916

流動資産合計 6,912,082 6,257,932

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,416,275 2,410,968

機械装置及び運搬具 513,938 577,098

土地 3,751,901 3,705,439

その他 145,151 197,044

建設仮勘定 49,980 19,221

減価償却累計額 △1,838,002 △1,865,500

減損損失累計額 △256,393 △254,515

有形固定資産合計 4,782,851 4,789,757

無形固定資産   

借地権 134,284 134,284

のれん 749,072 816,747

電話加入権 24,920 24,920

その他 2,761 4,344

無形固定資産合計 911,039 980,296

投資その他の資産   

投資有価証券 50,378 53,165

関係会社株式 1,935,768 1,932,718

長期貸付金 653,980 571,353

繰延税金資産 82,393 74,131

その他 532,460 321,677

貸倒引当金 △377,186 △380,758

投資その他の資産合計 2,877,794 2,572,287

固定資産合計 8,571,685 8,342,342

資産合計 15,483,768 14,600,274
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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 874,046 1,171,549

短期借入金 1,253,096 1,053,975

1年内返済予定の長期借入金 550,115 642,180

1年内償還予定の社債 262,000 238,500

未払金 220,418 200,380

未払費用 272,646 284,203

未成工事受入金 430,163 335,160

未払法人税等 398,571 50,712

未払消費税等 32,686 44,625

完成工事補償引当金 92,558 88,013

賞与引当金 55,710 37,690

その他 779,256 90,796

流動負債合計 5,221,268 4,237,789

固定負債   

社債 828,500 1,014,500

長期借入金 1,880,895 2,040,671

長期未払金 248,029 245,271

退職給付引当金 132,284 132,453

その他 65,892 74,897

固定負債合計 3,155,601 3,507,794

負債合計 8,376,869 7,745,583

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,803 973,803

利益剰余金 1,332,456 1,370,269

自己株式 △18,078 △17,812

株主資本合計 4,365,947 4,404,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61 △154,789

評価・換算差額等合計 △61 △154,789

少数株主持分 2,741,012 2,605,453

純資産合計 7,106,899 6,854,691

負債純資産合計 15,483,768 14,600,274
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（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 3,721,136 8,729,645

売上原価 2,831,951 5,419,865

売上総利益 889,184 3,309,779

販売費及び一般管理費 1,073,861 2,614,559

営業利益又は営業損失（△） △184,676 695,219

営業外収益   

受取利息 2,325 3,695

受取配当金 － 1,666

投資有価証券売却益 42,121 －

負ののれん償却額 － 9,120

持分法による投資利益 － 4,019

助成金収入 － 49,592

その他 47,893 66,984

営業外収益合計 92,340 135,078

営業外費用   

支払利息 67,931 85,705

社債発行費 28,874 －

持分法による投資損失 89,615 －

その他 88,852 64,814

営業外費用合計 275,274 150,519

経常利益又は経常損失（△） △367,610 679,778

特別利益   

損害賠償金 41,860 －

前期損益修正益 20,324 6,100

貸倒引当金戻入額 3,759 18,536

賞与引当金戻入額 － 5,000

退職給付引当金戻入額 － 14,250

その他 131,372 3

特別利益合計 197,315 43,891

特別損失   

貸倒損失 10,054 38,101

減損損失 － 1,904

固定資産除却損 － 5,734

訴訟関連損失 39,866 －

前期損益修正損 16,704 －

その他 5,186 －

特別損失合計 71,811 45,740

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（△）

△242,106 677,929

法人税、住民税及び事業税 11,476 419,835

法人税等還付税額 △7,170 －

法人税等調整額 △3,695 △28,186

法人税等合計 610 391,649

少数株主利益又は少数株主損失（△） △164,985 136,258

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,731 150,021
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△242,106 677,929

減価償却費 74,757 81,833

減損損失 － 1,904

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,100 △169

貸倒損失 10,054 38,101

のれん償却額 43,561 67,674

為替差損益（△は益） 51,834 6,387

固定資産除却損 1,389 5,734

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,289 17,110

受取利息及び受取配当金 △4,688 △5,361

支払利息 67,931 85,705

投資有価証券売却損益（△は益） △42,121 －

持分法による投資損益（△は益） 89,615 △4,019

売上債権の増減額（△は増加） 172,714 297,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,946 △33,774

仕入債務の増減額（△は減少） △75,270 △328,138

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,055 △11,939

その他 △28,907 3,333

小計 89,483 899,810

利息及び配当金の受取額 3,935 5,470

利息の支払額 △64,089 △84,422

法人税等の支払額 △145,798 △71,978

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,469 748,880

投資活動によるキャッシュ・フロー   

金銭の信託の解約による収入 150,000 －

定期預金の預入による支出 28,062 △15,833

有形固定資産の取得による支出 △58,004 △84,494

投資有価証券の売却による収入 303,194 －

貸付けによる支出 △269,177 △423,356

貸付金の回収による収入 55,763 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

224,088 －

差入保証金の差入による支出 － △130,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,409 △80,782

投資活動によるキャッシュ・フロー 437,335 △734,465

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 107,056

短期借入金の返済による支出 96,353 －

長期借入金の返済による支出 △279,365 △159,776

社債の発行による収入 259,000 －

社債の償還による支出 △122,000 △182,500

自己株式の処分による収入 199,165 －

自己株式の取得による支出 △486 △266

配当金の支払額 △19,120 △9,009

財務活動によるキャッシュ・フロー 133,547 △244,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454,413 △230,080

現金及び現金同等物の期首残高 284,764 1,161,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 739,177 931,671
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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）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 製造供給事業部門 住宅関連事業部門 

 
機械、機器 
事業(千円) 

筐体等事業
(千円) 

容器事業 
(千円) 

住宅関連事業
(千円) 

不動産事業 
(千円) 

流通サービス
事業部門 
(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

営業利益又は営業損失(△) 54,006 45,395 37,953 △245,981 △1,091 △31,814

 

 
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 

3,721,136 ― 3,721,136

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ―

計 3,721,136 ― 3,721,136

営業利益又は営業損失(△) △141,531 (43,145) △184,676

（注） 事業区分の方法：事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しています。 

 

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) 

 

 
製造供給事業
部門(千円) 

住宅関連事業
部門(千円)

流通サービス
事業部門 
(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 

1,357,380 7,071,906 300,359 8,729,645 ― 8,729,645

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 38,497 170,000 208,497 208,497 ―

計 1,357,380 7,110,403 470,359 8,938,142 208,497 8,729,645

営業利益又は営業損失(△) △73,362 900,624 90,106 917,368 222,149 695,219

（注） 事業区分の方法：事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しています。 
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    各区分に属する主要製品、商品は以下のとおりです。 

事業区分 主要製品・商品 

製造供給事業部門  

 機械、機器事業 押出機、土木試験機の製造供給 

 筐体等事業 ＡＴＭ筐体等の製造供給 

 容器事業 紙、アルミ容器、各種食品容器類の製造供給 

住宅関連事業部門  

 住宅関連事業 

ログハウス、高級スウエーデン住宅の企画、調査、設計、 
施工、監理と家具、付帯設備の製造供給 
住宅の防蟻、防水、断熱、防腐等の工事施工 
マンションの建築及び販売 

 不動産事業 販売用不動産の売買、不動産の管理、賃貸 

流通サービス事業部門 パソコン周辺機器、部品及びソフト、その他 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

   在外子会社及び在外支店がないため、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) 

   在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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) 

   海外売上高が売上の10％未満ですので、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) 

   海外売上高が売上の10％未満ですので、記載を省略しております。 

 

（６）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。 
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