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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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6月期第3四半期 3,316 △27.1 120 △43.5 130 △33.4 129 81.7
21年6月期第3四半期 4,546 ― 213 ― 196 ― 71 ―

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6月期第3四半期 7.38 ―

21年6月期第3四半期 4.06 ―

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6月期第3四半期 8,099 4,276 52.8 244.64
21年6月期 7,872 4,169 53.0 238.51

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  4,276百万円 21年6月期  4,169百万円

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6月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年6月期 ― 0.00 ―

22年6月期 
（予想）

2.00 2.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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  有  
（注）平成21年８月17日公表の業績予想を修正し、本日平成22年５月17日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 

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 4,470 △17.5 130 △0.7 140 △18.2 130 ― 7.44
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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  
（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) 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、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。 

(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８月17日公表の業績予想を修正し、本日平成22年５月17日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 
２．上記の業績予想につきましては、現時点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、今後の様々な要因により上記の業績予想数値と
異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容
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 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6月期第3四半期  17,631,600株 21年6月期  17,631,600株

② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  151,911株 21年6月期  149,627株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期  17,481,072株 21年6月期第3四半期  17,484,099株
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 （参考）個別業績予想 

 １．平成22年６月期の個別業績予想（平成21年７月１日～平成22年６月30日） 

（注）個別業績予測数値の当四半期における修正の有無 有 

  

１．平成21年８月17日公表の業績予想を修正し、本日平成22年５月17日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別

途開示しております。 

２．上記の業績予想につきましては、現時点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

後の様々な要因により上記の業績予想数値と異なる可能性があります。 

  

（％表示は、対前期増減率）

  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  4,070 △  16.2  100 △  10.9  115  13.5  112        6  41
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(1）業績の状況 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国内外の各種経済対策の効果等から輸出・生産に持ち直しが

見られましたが、設備過剰感が強いことや厳しい雇用情勢の影響等から国内での自律回復力に乏しく、厳しい状況

が続きました。 

このような経済状況のもとで、当社グループは、生産性の向上に取組み原価低減を図り収益性の向上に努めまし

た。 

こうした事業活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,316百万円（前年同四半期比27.1%減）、営業

利益は120百万円（前年同四半期比43.5%減）、経常利益は130百万円（前年同四半期比33.4%減）、四半期純利益は

129百万円（前年同四半期比81.7%増）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金属熱処理加工事業 

 金属熱処理加工事業においては、自動車業界が順調に推移し、産業工作機械、建設機械業界向け熱処理受注につ

いては若干回復が見られましたが、経済環境悪化による受注減少の影響は大きく、依然として低い水準で推移しま

した。 

 熱処理受注の減少に対応するため、熱処理効率の改善による生産性の向上、人件費、修繕費など固定費の削減を

進め、全力で収益の確保に努めました。 

 これらの結果、売上高は2,995百万円（前年同四半期比26.7%減）、営業利益は88百万円（前年同四半期比55.3%

減）となりました。 

②運送事業 

運送事業につきましては、売上が低迷する中、傭車（外注）便から自社便への切替えを行うと共に、運行管理の

徹底、配車の合理化及びエコドライブによる燃費の削減などに努めました。 

これらの結果、売上高は276百万円（前年同四半期比32.2%減）、営業利益は16百万円（前年同四半期比158.5%

増）となりました。 

③その他 

情報処理事業につきましては、営業活動を強化し、新規受注獲得に努めました。 

これらの結果、売上高は43百万円（前年同四半期比14.5%減）、営業利益は22百万円（前年同四半期比378.2%

増）となりました。 

  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前期末比226百万円増加し8,099

百万円となりました。負債は、未払金や長期借入金の増加等により前期末比119百万円増加し3,823百万円となりま

した。純資産は利益剰余金の増加等により前期末比106百万円増加し4,276百万円となりました。 

(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比145

百万円増加し1,752百万円となりました。 

（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490百万円（前年同四半期は858百万円）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益144百万円、減価償却費409百万円の計上、及び法人税等の還付212百万円があったものの、売上債権

339百万円が増加したことなど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） 

投資活動の結果使用した資金は150百万円（前年同四半期は409百万円）となりました。これは主に有形固定資産

の取得に100百万円、投資有価証券の取得に43百万円の支払いを行ったことなど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） 

財務活動の結果使用した資金は194百万円（前年同四半期は114百万円の収入）となりました。これは主に長期借

入による収入580百万円があったものの、長期借入金の返済507百万円及び社債の償還258百万円などによるもので

あります。 

  

 平成22年６月期通期の業績予想につきましては、平成21年８月17日に公表いたしました業績予想（連結・個別）を

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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修正いたしました。なお、詳細につきましては本日、別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧下さい。 

  

 該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理）  

①固定資産の減価償却の方法 

 減価償却の方法として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

して算定しております。  

②繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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ないと認められるので、前連結会計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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。  

  

     システム開発の請負に係る収益及び費用の計上基準の変更  

     システム開発の請負に係る収益の計上基準については、従来、検収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１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期

連結会計期間に着手した請負契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる請負については工事進行基準（進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の請負については検収

基準を適用しております。 

     これによる損益に与える影響はありません。 

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22年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,762,182 1,616,809

受取手形及び売掛金 1,523,208 1,183,378

製品 11,165 8,699

仕掛品 29,061 32,983

原材料及び貯蔵品 87,576 84,854

未収還付法人税等 － 210,890

繰延税金資産 30,662 10,175

その他 272,977 169,427

貸倒引当金 △642 △541

流動資産合計 3,716,191 3,316,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 988,820 1,045,940

機械装置及び運搬具（純額） 959,013 1,148,589

土地 1,838,851 1,838,851

その他（純額） 175,561 165,647

有形固定資産合計 ※  3,962,246 ※  4,199,028

無形固定資産 49,563 26,009

投資その他の資産   

投資有価証券 190,865 126,713

繰延税金資産 28,852 36,289

その他 152,200 168,722

貸倒引当金 △445 △468

投資その他の資産合計 371,471 331,256

固定資産合計 4,383,281 4,556,294

資産合計 8,099,473 7,872,971
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 286,214 182,373

短期借入金 528,747 587,136

1年内償還予定の社債 278,000 278,000

未払金 310,226 175,004

未払費用 185,022 213,161

未払法人税等 25,491 2,381

賞与引当金 114,554 51,396

その他 84,584 74,604

流動負債合計 1,812,841 1,564,057

固定負債   

社債 795,000 1,053,000

長期借入金 765,430 594,265

退職給付引当金 292,294 293,951

役員退職慰労引当金 76,036 162,136

その他 81,615 35,919

固定負債合計 2,010,375 2,139,272

負債合計 3,823,217 3,703,329

純資産の部   

株主資本   

資本金 878,363 878,363

資本剰余金 713,431 713,431

利益剰余金 2,710,756 2,616,683

自己株式 △37,218 △36,961

株主資本合計 4,265,332 4,171,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,923 △1,874

評価・換算差額等合計 10,923 △1,874

純資産合計 4,276,255 4,169,642

負債純資産合計 8,099,473 7,872,971
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,546,231 3,316,021

売上原価 3,416,613 2,423,646

売上総利益 1,129,617 892,374

販売費及び一般管理費 ※  915,642 ※  771,430

営業利益 213,975 120,944

営業外収益   

受取利息 4,643 4,145

受取配当金 1,172 508

受取賃貸料 7,217 7,768

スクラップ収入 7,745 4,278

雇用調整助成金収入 － 24,403

その他 14,191 11,394

営業外収益合計 34,970 52,498

営業外費用   

支払利息 35,455 34,157

支払手数料 9,641 8,576

社債発行費 7,051 －

その他 640 22

営業外費用合計 52,788 42,755

経常利益 196,157 130,686

特別利益   

貸倒引当金戻入額 50 －

固定資産売却益 299 －

保険料還付金 13,016 －

保険解約益 16,390 7,604

役員退職慰労引当金戻入額 － 10,299

特別利益合計 29,756 17,903

特別損失   

固定資産売却損 197 53

固定資産除却損 4,243 2,749

投資有価証券評価損 45,452 939

保険解約損 16,539 －

社葬費用 17,870 －

特別損失合計 84,303 3,741

税金等調整前四半期純利益 141,611 144,848

法人税、住民税及び事業税 23,818 28,936

法人税等調整額 46,783 △13,124

法人税等合計 70,602 15,812

四半期純利益 71,008 129,036
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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 141,611 144,848

減価償却費 519,813 409,783

投資有価証券評価損益（△は益） 45,452 939

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,698 △1,657

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △187,624 △86,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,417 63,158

受取利息及び受取配当金 △5,815 △4,653

支払利息 35,455 34,157

保険解約損益（△は益） 149 △7,604

固定資産除却損 4,243 2,749

売上債権の増減額（△は増加） 997,386 △339,830

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,163 △1,265

仕入債務の増減額（△は減少） △172,748 103,840

未払又は未収消費税等の増減額 △49,368 32,559

その他 △150,890 △26,464

小計 1,359,942 324,460

利息及び配当金の受取額 5,815 4,674

利息の支払額 △38,493 △40,025

法人税等の支払額 △468,906 △10,384

法人税等の還付額 － 212,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,357 490,855

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 △543,908 △100,556

有形固定資産の除却による支出 △1,337 △600

有形固定資産の売却による収入 808 1,285

無形固定資産の取得による支出 △9,309 △29,668

投資有価証券の取得による支出 △15,552 △43,898

投資有価証券の売却による収入 41,946 －

保険積立金の解約による収入 133,427 22,900

その他 △5,404 △458

投資活動によるキャッシュ・フロー △409,331 △150,997

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） － 40,000

長期借入れによる収入 340,000 580,000

長期借入金の返済による支出 △493,999 △507,224

社債の発行による収入 700,000 －

社債の償還による支出 △359,000 △258,000

リース債務の返済による支出 △3,567 △14,208

自己株式の取得による支出 △579 △257

配当金の支払額 △68,339 △34,796

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,514 △194,485

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） 563,541 145,372

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,441 1,606,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,637,982 ※  1,752,182
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 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７月１日 至平成21年３月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、製品、商品及び役務の類似性によりセグメンテーションしております。 

     ２．各事業の主な製品 

       ３．会計方針の変更  

      前第３四半期連結累計期間 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期

間の営業利益は、金属熱処理加工事業で3,693千円減少しております。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22年３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７月１日 至平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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〕

  
金属熱処理
加工事業 
（千円） 

運送事業
（千円） 

その他
（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  4,087,575  407,218  51,438  4,546,231  －  4,546,231

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  209,593  27,412  237,005 (237,005)  －

計  4,087,575  616,811  78,850  4,783,236 (237,005)  4,546,231

営業利益  198,956  6,383  4,624  209,963  4,011  213,975

  
金属熱処理
加工事業 
（千円） 

運送事業
（千円） 

その他
（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  2,995,929  276,101  43,989  3,316,021  －  3,316,021

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  164,746  57,175  221,921 (221,921)  －

計  2,995,929  440,847  101,164  3,537,942 (221,921)  3,316,021

営業利益  88,858  16,497  22,113  127,469  △6,525  120,944

(1）金属熱処理加工事業 浸炭熱処理、窒化熱処理、焼入・焼戻し・焼なまし   

(2）運送事業 工業製品及び機械の運送及び荷役   

(3）その他 情報処理    

〔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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   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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