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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 1,579 △71.9 △499 ― △487 ― △486 ―
21年3月期第3四半期 5,631 ― 518 ― 517 ― 288 ―

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 △34.97 ―
21年3月期第3四半期 19.71 ―

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 5,708 2,664 46.7 193.38
21年3月期 5,704 3,247 56.9 230.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,664百万円 21年3月期  3,247百万円

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  有   

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 ― 4.00 4.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
2.00 2.00

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 3,150 △54.8 △450 ― △430 ― △440 ― △31.45



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  無  

(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.平成21年11月６日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
2.業績予想の前提となる仮定及び業績予想でのご利用に当たっての注意事項等については、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ください。 

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 15,000,000株 21年3月期  15,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,220,846株 21年3月期  901,117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 13,919,975株 21年3月期第3四半期 14,644,285株



  当第３四半期の我が国経済は、依然として厳しい雇用環境や消費の不振による低迷が続きました。一部の景気指標

で改善傾向が見られるものの、全体には企業収益の落ち込みが続き、設備投資の低迷も回復せず、景気は依然として

先が読めないまま推移いたしました。 

 当社グループの主要取引先であります合板・木工・住宅建材業界では、住宅着工件数の減少、設備投資意欲の減退

などの先行き不透明感による設備投資の先延ばしに加え、度重なる不況の影響で需要は一段と落ち込みました。 

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 百万円（前年同期比71.9％

減）、営業損失は 百万円（前年同期は518百万円の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同期は517百万円の経

常利益）、四半期純損失は 百万円（前年同期は288百万円の四半期純利益）となりました。 

  

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

   ①合板機械事業 

     販売の極端な低迷により合板機械事業の売上高は、767百万円（前年同四半期比82.8％減）となりました。

     営業利益につきましては、原価及び工程管理をきめ細かく実施しコスト削減に努めましたが、度重なる不 

    況の影響により予定の売上を確保するに至らず、これらの結果266百万円（前年同四半期は707百万円の営業 

    利益）の営業損失となりました。 

     ②木工機械事業 

     業界全体における需要の減少による設備投資の凍結により木工機械事業の売上高は213百万円（前年同期比

    43.4％減）となりました。 

     営業利益につきましては、機械の改良及び社内合理化には務めたものの、予定の売上を計上するまでには 

    至らず、これらの結果221百万円（前年同四半期比13.9％増）の営業損失となりました。  

    ③住宅建材事業 

     住宅建設資材部門は、住宅着工数の減少がマイナス要因となり、売上高は598百万円（前年同四半期比 

    23.4％減）となりました。 

     営業利益につきましては、売上高の低下に加え、材料費の比率が高く、材料・合板価格の変動により利益 

    率が左右されやすいものの、コスト削減に努めた結果、37百万円（前年同四半期比38.5％減）となりまし 

       た。 

  

  当第３四半期連結会計期間につきましては、景気の減速感があるなか、グループ各社ともに、国内・国外営業が一

体となって営業活動を進め、製造部門においては、原価及び工程管理をきめ細かく実施し、コスト削減等にも努めま

したが、売上高は 百万円（前年同四半期比85.8％減）、営業損失は 百万円（前年同四半期は173百万円の営業

利益）、経常損失は 百万円（前年同四半期は160百万円の経常利益）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期

は86百万円の四半期純利益）となりました。 

  

  なお、平成22年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３

月期第１四半期決算短信（平成21年８月12日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年11月12日開示）をご参照くだ

さい。  

  

  (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総資産は、受取手形及び売掛金は減少したものの、棚卸資産や固定資 

   産の増加により前期末比３百万円増の 百万円となりました。 

    負債合計は、支払手形及び買掛金は減少したものの、長期借入金の増加により前期末比587百万円増の  

     百万円となりました。 

    純資産合計は、利益剰余金の減少により前期末比583百万円減の 百万円となりました。 

    

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

1,579

499 487

486

327 208

200 194

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,708

3,043

2,664
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  (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 

   残高と比べ、132百万円減少し、1,500百万円となりました。 

  

    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)  

      営業活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同四半期は1,002百万円の獲得）となりました。 

      主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失及び仕入債務の減少等であり、主なプラス要因は、売 

     上債権の減少及び前受金の増加等であります。 

  

    (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

      投資活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同四半期は230百万円の使用）となりました。 

       主なマイナス要因は、有形固定資産と無形固定資産の取得及び貸付金の増加によるものであり、主なプ 

     ラス要因は、投資有価証券の売却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、得られた資金は 百万円（前年同四半期は360百万円の使用）となりました。 

           主なプラス要因は、長期借入金の借入であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済及び配当金の支 

         払い及び自己株式の取得によるものであります。  

  

  

 当第３四半期においては、連結及び個別業績共に売上高については大幅に減少し、利益については生産性の向上や

経費の削減など原価低減に努めましたが、当初の予想を大きく下回ることとなりました。 

 世界的な株安、円高等が実体経済へ波及する恐れなど、景気の不透明感が増しており、厳しい経営環境が続くと思

われ、一段と設備投資意欲が減退するなど回復の見込みは見えず、今後の受注状況は一層の厳しさを増すものと思わ

れますが、引き続き原価及び工程管理をきめ細かく実施し、営業活動を推進して受注確保に努めております。 

 現時点においては、通期の業績予想につきまして、平成21年11月6日に公表いたしました連結及び個別業績予想か

ら修正は行っておりません。 

 なお、実際の業績は今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。  

  

  

 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。  

  

  

536

242

646

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
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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 1,720,391 1,853,223

受取手形及び売掛金 926,227 1,100,859

製品 108,676 100,493

仕掛品 524,809 283,091

原材料及び貯蔵品 152,243 190,834

繰延税金資産 1,599 18,788

その他 150,461 89,122

貸倒引当金 △22,587 △23,984

流動資産合計 3,561,821 3,612,427

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 833,730 856,522

土地 689,746 689,746

その他（純額） 163,847 133,408

有形固定資産合計 1,687,324 1,679,677

無形固定資産 50,269 33,857

投資その他の資産 408,841 378,391

固定資産合計 2,146,435 2,091,926

資産合計 5,708,256 5,704,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 454,963 739,706

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 150,000 100,000

未払費用 58,692 77,049

未払法人税等 － 17,139

賞与引当金 8,327 35,970

その他 353,244 232,020

流動負債合計 1,775,227 1,951,886

固定負債   

長期借入金 700,000 －

退職給付引当金 256,888 207,179

役員退職慰労引当金 49,301 46,453

繰延税金負債 232,873 241,923

その他 29,310 9,063

固定負債合計 1,268,373 504,619

負債合計 3,043,600 2,456,506
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,026,855 2,570,065

自己株式 △176,805 △133,934

株主資本合計 2,677,251 3,263,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,595 △15,484

評価・換算差額等合計 △12,595 △15,484

純資産合計 2,664,655 3,247,847

負債純資産合計 5,708,256 5,704,354
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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 5,631,246 1,579,798

売上原価 4,416,591 1,576,892

売上総利益 1,214,654 2,905

販売費及び一般管理費 696,389 502,205

営業利益又は営業損失（△） 518,265 △499,300

営業外収益   

受取利息 3,377 2,260

受取配当金 6,762 4,387

鉄屑売却収入 5,054 1,373

助成金収入 － 20,831

その他 7,085 5,148

営業外収益合計 22,281 34,000

営業外費用   

支払利息 12,768 12,093

デリバティブ評価損 8,757 6,567

その他 1,487 3,491

営業外費用合計 23,012 22,152

経常利益又は経常損失（△） 517,534 △487,452

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23,070

特別利益合計 － 23,070

特別損失   

固定資産除売却損 321 7,695

過年度役員退職慰労引当金繰入額 － 2,652

特別損失合計 321 10,347

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（△）

517,212 △474,729

法人税、住民税及び事業税 205,274 1,035

過年度法人税等 － 2,951

法人税等調整額 23,277 8,099

法人税等合計 228,551 12,085

四半期純利益又は四半期純損失（△） 288,661 △486,814
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（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 2,303,977 327,898

売上原価 1,864,632 381,460

売上総利益又は売上総損失（△） 439,345 △53,561

販売費及び一般管理費 266,337 155,050

営業利益又は営業損失（△） 173,008 △208,611

営業外収益   

受取利息 212 483

受取配当金 1,995 1,326

デリバティブ評価益 － 2,826

鉄屑売却収入 643 295

助成金収入 － 5,610

その他 2,136 1,932

営業外収益合計 4,987 12,473

営業外費用   

支払利息 2,044 4,020

デリバティブ評価損 13,739 －

その他 1,382 280

営業外費用合計 17,166 4,300

経常利益又は経常損失（△） 160,829 △200,439

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23,070

特別利益合計 － 23,070

特別損失   

固定資産除売却損 － 44

過年度役員退職慰労引当金繰入額 － 2,652

特別損失合計 － 2,696

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（△）

160,829 △180,065

法人税、住民税及び事業税 59,674 345

法人税等調整額 15,006 13,805

法人税等合計 74,681 14,150

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,148 △194,216
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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（△）

517,212 △474,729

減価償却費 62,137 89,653

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,206 439

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,735 △27,642

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,700 △4,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,411 49,708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,833 2,847

受取利息及び受取配当金 △10,140 △6,647

デリバティブ評価損益（△は益） 8,757 6,567

支払利息 12,768 12,093

有形固定資産除売却損益（△は益） 321 7,695

投資有価証券評価損益（△は益） － △23,070

売上債権の増減額（△は増加） 944,194 174,632

たな卸資産の増減額（△は増加） 289,116 △211,310

仕入債務の増減額（△は減少） 73,199 △284,743

前受金の増減額（△は減少） △330,849 285,371

その他 83,148 △72,902

小計 1,656,883 △476,637

利息及び配当金の受取額 10,140 6,647

利息の支払額 △11,011 △11,619

法人税等の還付額 － 93,601

法人税等の支払額 △653,731 △148,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,002,280 △536,669

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 △170,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △144,654 △237,283

有形固定資産の売却による収入 47 －

無形固定資産の取得による支出 △5,511 △10,373

投資有価証券の取得による支出 △345 △325

投資有価証券の売却による収入 － 22,500

貸付けによる支出 △10,000 △10,000

その他 － △7,397

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,465 △242,879

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） △200,000 －

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △51,123 △42,871

配当金の支払額 △59,263 △55,953

その他 － △4,458

財務活動によるキャッシュ・フロー △360,386 646,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411,428 △132,831

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146 1,633,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,293,574 1,500,391
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

   

         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）  

  

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。  

  

  

（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〕

  
合板機械事業 

 （千円）  

木工機械事業

 （千円） 

住宅建材事業

 （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)セグメント間の内部売上 

   高又は振替高  

  

 1,908,279 

     － 

  

  

    82,054 

    55,311 

  

  

   313,644 

     － 

  

  

  2,303,977 

    55,311 

  

  

  

  △55,311 

  

  

  2,303,977 

      －

  

       計  1,908,279    137,365    313,644   2,359,289   △55,311   2,303,977 

 営業利益（又は営業損失△）    258,682   △89,220     20,830     190,291   △17,283     173,008 

  
合板機械事業 

 （千円） 

木工機械事業

 （千円） 

住宅建材事業

 （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)セグメント間の内部売上 

      高又は振替高  

  

   64,917 

        － 

   

  

    47,156 

        － 

  

  

  215,824 

        － 

  

  

   327,898 

        － 

  

  

      

      － 

  

  

    327,898 

         － 

  

             計    64,917     47,156    215,824    327,898          －    327,898 

 営業利益（又は営業損失△）  △144,600   △70,251     20,891   △193,961    △14,650   △208,611 

  
合板機械事業 

 （千円） 

木工機械事業

 （千円） 

住宅建材事業

 （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)セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 

  

 4,472,422 

       110 

  

  

   377,086 

   113,436 

  

  

   781,737 

        － 

  

  

 5,631,246 

  113,547 

  

  

  

  △113,547 

  

  

  5,631,246

     － 

  

       計  4,472,532    490,522    781,737  5,744,793   △113,547   5,631,246 

 営業利益（又は営業損失△）   707,049  △194,260    60,658    573,448    △55,182    518,265 

  
合板機械事業 

 （千円）  

木工機械事業

 （千円） 

住宅建材事業

 （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)セグメント間の内部売上 

   高又は振替高  

  

  767,645 

     － 

  

  

  213,317 

     97 

  

  

  598,834 

     － 

  

  

 1,579,798 

        97 

  

  

     － 

    △97 

  

  

  1,579,798 

     － 

  

       計    767,645    213,414    598,834  1,579,895     △97   1,579,798 

 営業利益（又は営業損失△）  △266,879  △221,237     37,323  △450,793   △48,506   △499,300 

〔所在地別セグメント情報〕
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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） 

   

    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） 

   

 該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。  

   

〔海外売上高〕

   東南アジア    北米   ロシア   その他    計 

 Ⅰ海外売上高（千円）      117,398        2,275   1,745,004        7,446    1,872,123 

 Ⅱ連結売上高（千円）           －           －       －           －    2,303,977 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
      5.1      0.1         75.7       0.3         81.3 

   東南アジア    北米   ロシア   その他    計 

 Ⅰ海外売上高（千円）       29,340        3,534          979        9,227       43,080 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －            －            －            －      327,898 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％）  
         8.9          1.1          0.3          2.8         13.1 

   東南アジア    北米   ロシア   その他    計 

 Ⅰ海外売上高（千円）   1,131,066        5,752    2,618,116       98,099    3,853,033 

 Ⅱ連結売上高（千円）       －       －        －       －    5,631,246 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
        20.1          0.1         46.5          1.7         68.4 

   東南アジア    北米   ロシア   その他    計 

 Ⅰ海外売上高（千円）       95,411        7,941        4,398       24,560      132,310 

 Ⅱ連結売上高（千円）            －           －           －            －    1,579,798 

 Ⅲ連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
          6.0           0.5          0.3          1.6          8.4 

（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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