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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 (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 ％ 

23年3月期第3四半期 12,237 88.6 △475 ― △795 ― △740 ― 

22年3月期第3四半期 6,489 △69.9 △3,121 ― △3,285 ― △3,396 ― 

 

 
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 

23年3月期第3四半期 △9 42  ― 

22年3月期第3四半期 △47 36  ― 

 
 (2) 連結財政状態  
 

 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 

23年3月期第3四半期 42,319 16,019 37.9 202 51 

22年3月期 40,331 16,167 40.0 225 23 
 
(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 16,019百万円 22年3月期 16,151百万円

 

2. 配当の状況 
 

年間配当金 
 

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 

22年3月期 ―  0 00 ―  0 00 0 00 

23年3月期 ―  0 00 ―      

23年3月期(予想)       0 00 0 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
 (％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 18,200 78.6 △300 － △700 － △650 － △8 27 

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 
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4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「2.その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

  新規 ―社 （社名）  除外 ―社 （社名）  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期3Ｑ 81,465,568株 22年3月期 74,058,168株 

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 2,358,381株 22年3月期 2,345,499株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 78,560,268株 22年3月期3Ｑ 71,718,942株 

 

(注意事項) 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了して

おりません。 

※ 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ

いては、【添付資料】P.2「1.当四半期決算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」をご覧ください。 
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１.当四半期決算に関する定性的情報 

(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における世界経済は、アジアを中心とした新興国の経済成長や米国経済に

回復傾向がみられるなど、総じて緩やかな回復が継続しました。 

このような状況のなか、当社主力の工作機械の売上高は、国内は依然として厳しい状況が続いている

ものの、アジアにおける旺盛な需要や北米での設備投資の回復にともない、前年同期に比べ 118.5％増

加しました。 

水道メーターにつきましては、民需向け官公庁向けともに販売が低迷しましたが、情報・計装システ

ムの販売が堅調に推移し、また輸出が増加したため、売上高は前年同期に比べ微増となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 88.6％増の 12,237 百万円となりまし

た。一方、利益面につきましては、アジア地域での販売価格の低下及び為替等の要因により、経常損失

は 795 百万円、四半期純損失は 740 百万円となりました。 

 

(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 42,319 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 1,988

百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加 1,791 百万円、たな卸資産の増加 782 百

万円、受取手形及び売掛金の増加 715 百万円、投資有価証券の減少 678 百万円などによるものでありま

す。 

負債は 26,300 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 2,136 百万円の増加となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金の増加3,225百万円、借入金の減少975百万円などによるものであります。 

純資産は 16,019 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 147 百万円の減少となりました。これ

は主に、利益剰余金の減少 740 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 314 百万円、資本金の増加

500 百万円、資本剰余金の増加 500 百万円などによるものであります。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成 22 年 10 月 26 日に公表いたしま

した平成 23 年 3 月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２.その他の情報 

(1)重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

[簡便な会計処理] 

・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。 

[特有の会計処理] 

・税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見

積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 
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(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

[会計処理の変更] 

・資産除去債務に関する会計基準 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 平成 20

年 3月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 21 号 平

成 20 年 3月 31 日)を適用しております。 

 これに伴い、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、67 百万円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 67 百万円であります。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,634 4,842

受取手形及び売掛金 4,117 3,402

商品及び製品 3,439 3,558

仕掛品 4,464 3,564

原材料及び貯蔵品 45 44

その他 321 336

貸倒引当金 △60 △64

流動資産合計 18,963 15,684

固定資産   

有形固定資産   

土地 15,414 15,422

その他（純額） 5,430 6,015

有形固定資産合計 20,844 21,438

無形固定資産 136 172

投資その他の資産   

投資有価証券 2,003 2,681

その他 454 380

貸倒引当金 △82 △26

投資その他の資産合計 2,375 3,035

固定資産合計 23,356 24,646

資産合計 42,319 40,331

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,318 2,093

短期借入金 5,699 5,677

未払法人税等 41 28

賞与引当金 43 54

製品保証引当金 40 27

その他 982 1,074

流動負債合計 12,126 8,955

固定負債   

社債 100 100

長期借入金 4,769 5,767

再評価に係る繰延税金負債 6,007 6,007

退職給付引当金 2,565 2,400

資産除去債務 67 －

その他 664 934

固定負債合計 14,173 15,208

負債合計 26,300 24,163
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,283 5,782

資本剰余金 1,455 954

利益剰余金 589 1,329

自己株式 △526 △524

株主資本合計 7,801 7,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228 542

土地再評価差額金 8,278 8,278

為替換算調整勘定 △289 △211

評価・換算差額等合計 8,218 8,609

新株予約権 － 1

少数株主持分 － 13

純資産合計 16,019 16,167

負債純資産合計 42,319 40,331
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,489 12,237

売上原価 7,170 10,126

売上総利益又は売上総損失（△） △681 2,110

販売費及び一般管理費 2,440 2,586

営業損失（△） △3,121 △475

営業外収益   

受取利息 19 5

受取配当金 35 35

その他 10 12

営業外収益合計 65 53

営業外費用   

支払利息 124 147

為替差損 59 198

租税公課 12 －

その他 31 26

営業外費用合計 228 372

経常損失（△） △3,285 △795

特別利益   

投資有価証券売却益 － 218

その他 － 42

特別利益合計 － 261

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 67

投資有価証券評価損 91 56

退職給付制度終了損 － 21

厚生年金基金脱退拠出金 － 17

有形固定資産処分損 1 1

その他 － 2

特別損失合計 93 166

税金等調整前四半期純損失（△） △3,378 △700

法人税等 22 42

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △743

少数株主損失（△） △4 △2

四半期純損失（△） △3,396 △740
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △3,378 △700

減価償却費 863 733

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 51

賞与引当金の増減額（△は減少） △205 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △90 165

受取利息及び受取配当金 △54 △40

支払利息 124 147

有形固定資産処分損益（△は益） 1 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 67

投資有価証券売却損益（△は益） － △218

投資有価証券評価損益（△は益） 91 56

売上債権の増減額（△は増加） 2,014 △839

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,342 △968

仕入債務の増減額（△は減少） △2,360 3,225

その他 321 60

小計 △1,301 1,728

利息及び配当金の受取額 54 40

利息の支払額 △110 △113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 522 49

営業活動によるキャッシュ・フロー △835 1,705

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △515 △130

有形固定資産の売却による収入 △16 3

無形固定資産の取得による支出 △24 △1

投資有価証券の売却及び償還による収入 102 450

子会社株式の取得による支出 － △2

関係会社出資金の払込による支出 － △46

貸付けによる支出 △60 －

貸付金の回収による収入 9 7

その他 9 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △495 295

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） 2,078 △92

長期借入れによる収入 900 －

長期借入金の返済による支出 △1,100 △883

株式の発行による収入 － 1,000

社債の発行による収入 97 －

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △3 △0

リース債務の返済による支出 △215 △198

その他 △18 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,736 △176

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401 1,791

現金及び現金同等物の期首残高 3,579 4,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,981 6,594
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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)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 新株予約権の行使により、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ 500

百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が 6,283 百万円、資本準備金が 1,455 百万

円となっております。 
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