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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 3,523 △26.6 △141 ― △165 ― △199 ―

21年3月期第3四半期 4,798 ― △106 ― △117 ― △197 ―

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 △16.24 ―

21年3月期第3四半期 △16.07 ―

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 5,202 758 14.2 60.08
21年3月期 5,493 941 16.7 74.62

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  737百万円 21年3月期  915百万円

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
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 4,750 △27.0 △125 ― △160 ― △185 ― △15.07
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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  

（注）詳細は、５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) 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  無  
（注）詳細は、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

 業績予想は、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場
合があります。 

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 12,317,000株 21年3月期  12,317,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  43,563株 21年3月期  42,688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 12,273,437株 21年3月期第3四半期 12,277,457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、在庫調整の進展や経済対策の効果などにより、一部

で持ち直しの動きが見られましたが、完全失業率が高水準で推移するなど、企業業績の悪化に伴う雇用不

安や所得減少への懸念が依然として強く、景気の先行きに対する不透明感が続きました。 

当社グループの主たる需要先である住宅建設業界におきましては、住宅ローン減税や長期優良住宅への

税の特別措置など、需要を下支えする政策支援があったものの、雇用・所得情勢悪化への懸念が払拭され

ず、依然として厳しい状況が続きました。新設住宅着工戸数は、平成21年暦年で788千戸(前年同期比

27.9%減)となり、45年ぶりに80万戸を下回り、著しく低迷しております。また、パレット・梱包業界向け

も荷動きが回復せず、釘全体の需要は大幅に減少し、非常に厳しい経営環境となっております。 

一方、連結子会社で手がける工業用ネジの分野につきましては、世界同時不況の影響を受け、電機・Ｉ

Ｔ関連、自動車業界等の生産調整により、極端な販売不振に見舞われましたが、生産調整が一巡した平成

21年6月以降はその販売環境が回復しております。 

以上のように釘・ネジとも需要は低調に推移したため、当第3四半期連結累計期間の売上高は3,523百万

円(前年同四半期比1,274百万円減)となりました。 

売上総利益は、第2四半期連結累計期間における人員削減と生産性の向上効果が当第3四半期会計期間に

現れてきたことにより売上原価率が下がり、483百万円(前年同四半期比131百万円減)となりました。ま

た、第3四半期連結会計期間の売上総利益率は前年同期より6.0%改善し、17.8%となりました。販売費及び

一般管理費は、販売量が減少したことにより物流コストが低減し、外注業務の自社取込みにより、業務委

託費が減少したことにより、624百万円(前年同四半期比96百万円減)となりました。この結果、第３四半

期連結会計期間の営業利益は14百万円であり、第３四半期連結累計期間の営業損益は141百万円の損失(前

年同四半期106百万円の損失)となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は、23百万円の費用計上となり、この結果、経常損益は

165百万円の損失(前年同四半期117百万円の損失)となりました。なお、第３四半期連結会計期間における

経常利益は3百万円であります。 

特別損益におきましては、希望退職募集による割増退職金等58百万円を特別損失として計上し、第３四

半期連結会計期間において、投資有価証券の一部を売却したことにより、投資有価証券売却益23百万円を

特別利益として計上いたしました。 

以上の結果、税金等調整前四半期純損益は202百万円の損失となり、税金費用等、少数株主利益調整後

の第３四半期連結累計期間の四半期純損失は199百万円(前年同四半期純損失197百万円)となりました。な

お、第３四半期連結会計期間の四半期純利益は27百万円であります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は5,202百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比

522百万円減)となり、流動資産は2,791百万円(前年度末比220百万円減)、固定資産は2,411百万円(前年度

末比69百万円減)となりました。 

流動資産は、たな卸資産が在庫数量の大幅減と製造コストの低減により338百万円減少し、受取手形及

び売掛金が150百万円増加したことなどにより、前年度末に比べ220百万円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産が減価償却費131百万円により88百万円減少し、投資その他の資産のうち投

資有価証券が一部の株式の売却があったものの、前年度末に比べ時価が上がったことにより23百万円増加

しました結果、前年度末に比べ69百万円減少しました。 

負債合計は、4,444百万円(前年度末比106万円減)となり、流動負債が40百万円減少し、固定負債が66百

万円減少しました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金の仕入債務が26百万円増加しました。 

有利子負債(短期借入金、社債、長期借入金)は3,196百万円(前年度末比116百万円減)となりました。こ

れは、キャッシュ・フローベースで短期借入金が81百万円の純増となりましたが、長期借入金の返済によ

る支出が収入を197百万円上回ったことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の額は、758百万円となり、前年度末に比べ183百万円減少しまし

た。これは、当第３四半期連結累計期間の四半期純損益が199百万円の純損失となったことなどによるも

のであります。その他有価証券評価差額金は前年度末に比べ20百万円増加しました。 

この結果、自己資本比率は、前年度末の16.7％から14.2％となり、１株当たり純資産額は74.62円から

60.08円となりました。 
  

・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
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〈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。)は、営業活動によ

り110百万円の収入、投資活動により8百万円の支出があり、財務活動により121百万円の支出があった

ことにより、資金は前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、516百万円(前年同四半期比241百万円

増)となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、110百万円となりました。これは、売上債権が150百万円増加しま

したが、たな卸資産が338百万円減少し、仕入債務が26百万円減少したことによるものであります。

(前第3四半期連結累計期間は127百万円の支出) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、8百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得によ

る支出41百万円と投資有価証券の売却による収入35百万円によるものであります。(前第3四半期連結

累計期間は69百万円の支出) 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、121百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増額81

百万円であり、長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を197百万円上回ったことなどに

よるものであります。(前第3四半期連結累計期間は212百万円の収入) 

  

当社グループの主たる需要先である住宅建設業界は、継続的不況状態から脱却することができず、雇用

情勢の悪化、可処分所得の減少とも相まって、今後とも厳しい環境が続くものと思われます。 

以上のような状況により、平成21年度下半期には収益面での黒字化を見込んでいるものの、販売環境如

何では下振れする可能性があります。 

この状況に対処するため、当社グループにおきましては、平成21年度上半期に生産体制の合理化(外注

業務の取込み、設備集約・老巧設備の除却・廃棄、不採算品種の生産停止、希望退職者募集による人員削

減等)を実施し、製造コスト、販管費の削減を行いました。その結果、平成21年10月以降その効果が出初

めており、平成21年度下半期以降は黒字となることが予想されます。また、キャッシュ・フロー計算書に

おいても、たな卸資産が大幅に減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが大きくプ

ラスに転じています。 

以上のような状況により、平成21年度下半期には収益面での黒字化を見込んでいるものの、販売環境如

何では下振れする可能性があります。それを回避するため、今後とも経費の削減とＯＥＭ先との連携強化

により自社製品・ＯＥＭ製品のコスト競争力を強化し、販売数量を増やし、シェア拡大を図ってまいりま

す。 

通期業績予想につきましては、平成22年3月期連結売上高4,750百万円、営業損失125百万円、経常損失

160百万円、当期純損失185百万円を見込んでおります。これは、平成21年11月5日に発表いたしました業

績予想は修正しておりません。 

3.  連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当社グループは、住宅需要の低迷、経済環境の悪化による継続的業績の低迷によって、平成21年3月

期連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間までの間、営業損失、経常損失となり、また、営業キャ

ッシュ・フローがマイナスでありましたが、当第２四半期連結会計期間には営業活動によるキャッシ

ュ・フローがプラスとなり、当第３四半期連結会計期間には営業利益、経常利益になるなど業績改善の

兆しはあります。しかしながら、今後も金融機関からの資金調達が厳しくなるリスクが継続してありま

す。これにより、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような状況が存在すると考えていま

す。 

この状況を解消し、また改善するため次の対応策をとっています。 

①財務制限条項の付された一部の長期借入金について、前連結会計年度末において抵触する事態となり

ましたが、制限条項を適用しない旨、金融機関より承認を得ています。 

②今後、金融環境がさらに悪化した場合を想定し、関係会社等からの金融支援の約束を継続して取り付

けています。 

③希望退職募集(平成21年5・6月実施済み)による人件費の削減、外注業務の内製化(平成21年8月実施)

による業務委託費等の削減により、製造コストの大幅な低減を図ってまいりましたが、早期に収益面

で安定的黒字とするため、さらに生産性の向上による製造コストと販管費の削減を図ってまいりま

す。 

以上のことにより、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと考えていま

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)

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 526,792 545,803

受取手形及び売掛金 1,299,624 1,149,007

商品及び製品 574,582 871,018

仕掛品 219,079 262,366

原材料及び貯蔵品 163,337 161,776

その他 10,655 24,813

貸倒引当金 △2,716 △2,456

流動資産合計 2,791,356 3,012,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 725,396 758,734

機械装置及び運搬具（純額） 579,976 629,049

土地 793,421 793,421

その他（純額） 34,867 40,976

有形固定資産合計 2,133,661 2,222,181

無形固定資産   

ソフトウエア 14,514 16,993

その他 28,424 30,961

無形固定資産合計 42,938 47,955

投資その他の資産   

投資有価証券 184,649 161,154

その他 66,868 64,655

貸倒引当金 △16,884 △14,942

投資その他の資産合計 234,634 210,868

固定資産合計 2,411,234 2,481,005

資産合計 5,202,590 5,493,334
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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 953,267 926,941

短期借入金 2,177,498 2,222,961

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払法人税等 1,521 3,605

賞与引当金 20,758 37,277

その他 150,541 148,461

流動負債合計 3,303,586 3,344,246

固定負債   

長期借入金 1,018,829 1,089,371

退職給付引当金 82,019 77,129

役員退職慰労引当金 17,318 32,138

繰延税金負債 22,828 8,515

固定負債合計 1,140,996 1,207,153

負債合計 4,444,583 4,551,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 615,216 615,216

資本剰余金 40,181 40,181

利益剰余金 51,293 250,661

自己株式 △2,686 △2,634

株主資本合計 704,004 903,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,439 12,456

評価・換算差額等合計 33,439 12,456

少数株主持分 20,563 26,053

純資産合計 758,007 941,934

負債純資産合計 5,202,590 5,493,334
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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 4,798,392 3,523,910

売上原価 4,183,928 3,040,859

売上総利益 614,464 483,051

販売費及び一般管理費 721,137 624,764

営業損失（△） △106,672 △141,713

営業外収益   

受取利息 54 73

受取配当金 6,962 1,635

受取賃貸料 9,450 9,150

技術指導料 4,285 1,781

スクラップ売却益 6,193 －

その他 7,141 8,679

営業外収益合計 34,086 21,319

営業外費用   

支払利息 30,178 37,108

その他 14,784 8,072

営業外費用合計 44,962 45,180

経常損失（△） △117,547 △165,574

特別利益   

固定資産売却益 618 37

投資有価証券売却益 － 23,501

特別利益合計 618 23,539

特別損失   

固定資産除却損 794 2,767

減損損失 1,908 －

特別退職金 － 58,012

特別損失合計 2,703 60,780

税金等調整前四半期純損失（△） △119,632 △202,814

法人税、住民税及び事業税 1,947 1,953

法人税等調整額 72,029 71

法人税等合計 73,977 2,024

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,638 △5,471

四半期純損失（△） △197,248 △199,368
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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損失（△） △119,632 △202,814

減価償却費 140,296 131,870

減損損失 1,908 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,128 2,201

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,584 △16,519

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,254 4,890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,137 △14,819

受取利息及び受取配当金 △7,017 △1,708

支払利息 30,178 37,108

有形固定資産売却損益（△は益） △618 △37

有形固定資産除却損 794 2,767

投資有価証券売却損益（△は益） － △23,501

売上債権の増減額（△は増加） △8,723 △150,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,138 338,162

その他の資産の増減額（△は増加） 20,963 11,202

仕入債務の増減額（△は減少） △20,371 26,326

その他の負債の増減額（△は減少） △15,748 6,997

その他 － 27,147

小計 △104,704 178,655

利息及び配当金の受取額 7,017 1,708

利息の支払額 △29,671 △36,734

特別退職金の支払額 － △28,799

法人税等の支払額 △2,147 △4,207

法人税等の還付額 1,905 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,601 110,623
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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) 

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 △10,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △54,322 △41,517

有形固定資産の売却による収入 1,756 100

無形固定資産の取得による支出 △5,136 △1,332

投資有価証券の売却による収入 － 35,154

貸付金の回収による収入 837 1,024

貸付けによる支出 △720 △979

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2,325 △1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,911 △8,577

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 660,000 390,000

短期借入金の返済による支出 △284,000 △309,000

長期借入れによる収入 410,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △555,970 △497,005

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

自己株式の取得による支出 △165 △52

配当金の支払額 △12,277 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 212,586 △121,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,074 △19,011

現金及び現金同等物の期首残高 259,972 535,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 275,047 516,792

アマテイ㈱（5952）平成22年3月期第3四半期決算短信

-10-



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。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当

該事業の連結売上高、営業損益の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当

該事業の連結売上高、営業損益の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) 

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】

(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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当第3四半期連結累計期間における生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  1 上記金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれていません。 

2 釘部門及びネジ部門とも大幅な需要の減少に対応し、大幅な生産調整を行いました。また、雇用調整を実施

したことにより、人的な要因で生産能力が低下しました。 

  

当第3四半期連結累計期間における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当第3四半期連結累計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
2 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

釘部門 735,559 △61.3

ネジ部門 990,916 △5.5

合計 1,726,476 △41.4

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

釘部門 2,127,869 △11.8 252,489 △10.1

ネジ部門 1,010,774 △28.0 207,795 △21.3

その他関連商品部門 495,735 △42.1 51,425 △48.3

合計 3,634,379 △22.2 511,710 △20.6

(3) 販売実績

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

釘部門 2,082,245 △20.4

ネジ部門 957,920 △28.3

その他関連商品部門 483,745 △42.9

合計 3,523,910 △26.6

相手先

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)

金額(千円) 割合(％)

大東スチール株式会社 499,425 14.2
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①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い四半期

財務諸表を作成しております。 

  

「参考」

【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 511,081 524,644

    受取手形 444,923 498,376

    売掛金 600,848 491,666

    商品及び製品 510,534 755,838

    仕掛品 161,767 207,498

    原材料及び貯蔵品 140,891 131,168

    前払費用 5,131 9,211

    関係会社短期貸付金 135,700 135,700

    未収入金 1,644 6,194

    その他 351 160

    貸倒引当金 △ 3,054 △ 2,620

    流動資産合計 2,509,820 2,757,840

  固定資産

    有形固定資産

      建物 1,279,683 1,279,791

        減価償却累計額 △ 869,926 △ 845,791

        建物（純額） 409,757 434,000

      構築物 195,252 193,597

        減価償却累計額 △ 156,800 △ 154,693

        構築物（純額） 38,452 38,904

      機械及び装置 2,740,049 2,740,125

        減価償却累計額 △ 2,345,485 △ 2,293,991

        機械及び装置（純額） 394,564 446,133

      車両運搬具 64,484 64,004

        減価償却累計額 △ 57,794 △ 57,417

        車両運搬具（純額） 6,690 6,587

      工具、器具及び備品 124,263 122,363

        減価償却累計額 △ 109,422 △ 106,982

        工具、器具及び備品（純額） 14,840 15,381

      土地 587,973 587,973

      建設仮勘定 265 2,030

      有形固定資産合計 1,452,544 1,531,010

    無形固定資産

      ソフトウエア 10,267 13,162

      施設利用権 24,529 27,067

      電話加入権 2,699 2,699

      無形固定資産合計 37,496 42,928
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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)

    投資その他の資産

      投資有価証券 59,550 61,564

      関係会社株式 123,680 97,797

      出資金 250 250

      従業員に対する長期貸付金 270 784

      破産更生債権等 16,883 14,939

      長期前払費用 988 1,701

      会員権 32,366 32,366

      その他 7,865 7,675

      貸倒引当金 △ 16,884 △ 14,942

      投資その他の資産合計 224,970 202,136

    固定資産合計 1,715,010 1,776,076

  資産合計 4,224,831 4,533,916

負債の部

  流動負債

    支払手形 135,985 193,806

    買掛金 609,075 478,284

    短期借入金 1,938,664 1,950,700

    未払金 29,981 26,222

    未払費用 28,495 38,907

    未払法人税等 837 2,693

    預り金 13,454 8,233

    賞与引当金 15,189 32,754

    設備関係支払手形 8,898 4,921

    設備関係未払金 394 5,049

    その他 33,885 18,633

    流動負債合計 2,814,861 2,760,206

  固定負債

    長期借入金 690,971 908,219

    退職給付引当金 61,509 56,457

    役員退職慰労引当金 15,125 30,513

    繰延税金負債 22,887 8,451

    固定負債合計 790,492 1,003,640

  負債合計 3,605,353 3,763,846

純資産の部

  株主資本

    資本金 615,216 615,216

    資本剰余金

      資本準備金 40,181 40,181

      資本剰余金合計 40,181 40,181

    利益剰余金

      利益準備金 146,000 146,000

      その他利益剰余金 △ 212,662 △41,037

        別途積立金 ― 216,190

        繰越利益剰余金 △ 212,662 △ 257,227

      利益剰余金合計 △ 66,662 104,962

    自己株式 △ 2,686 △ 2,634

    株主資本合計 586,048 757,725

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 33,429 12,344

    評価・換算差額等合計 33,429 12,344

  純資産合計 619,478 770,069

負債純資産合計 4,224,831 4,533,916
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(2)【四半期損益計算書(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 3,722,592 2,765,399

売上原価 3,297,615 2,377,879

売上総利益 424,977 387,520

販売費及び一般管理費 565,828 505,152

営業損失（△） △ 140,851 △ 117,632

営業外収益

  受取利息 1,486 1,588

  受取配当金 6,873 1,477

  受取賃貸料 9,450 9,150

  技術指導料 4,285 1,781

  その他 7,683 4,760

  営業外収益合計 29,777 18,758

営業外費用

  支払利息 23,603 29,476

  手形売却損 379 198

  売上割引 6,806 4,305

  その他 576 260

  営業外費用合計 31,365 34,241

経常損失（△） △ 142,439 △ 133,115

特別利益

  固定資産売却益 618 37

  投資有価証券売却益 ─ 23,501

  特別利益合計 618 23,539

特別損失

  固定資産除却損 753 2,767

  減損損失 1,908 ─

  特別退職金 ─ 58,012

  特別損失合計 2,662 60,780

税引前当期純損失（△） △ 144,482 △ 170,355

法人税、住民税及び事業税 1,263 1,268

法人税等調整額 72,067 ─

法人税等合計 73,330 1,268

四半期純損失（△） △ 217,813 △ 171,624
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(3)【四半期損益計算書(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 1,283,495 1,000,501

売上原価 1,158,746 808,596

売上総利益 124,749 191,905

販売費及び一般管理費 187,468 178,138

営業利益又は営業損失（△） △ 62,719 13,767

営業外収益

  受取利息 585 666

  受取配当金 3,166 504

  受取賃貸料 3,150 3,000

  技術指導料 1,044 600

  その他 1,738 1,152

  営業外収益合計 9,685 5,924

営業外費用

  支払利息 8,135 9,894

  手形売却損 144 34

  売上割引 2,527 1,658

  その他 32 ─

  営業外費用合計 10,840 11,587

経常利益又は経常損失（△） △ 63,874 8,103

特別利益

  投資有価証券売却益 ─ 23,501

  特別利益合計 ─ 23,501

特別損失

  固定資産除却損 609 ─

  特別損失合計 609 ─

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △ 64,484 31,605

法人税、住民税及び事業税 421 422

法人税等調整額 4,168 ─

法人税等合計 4,589 422

四半期純利益又は四半期純損失（△） △ 69,073 31,183
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