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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 8,069 △4.2 △215 ― △180 ― △203 ― 
22年3月期第3四半期 8,420 △13.8 △255 ― △222 ― △249 ― 

 

 
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 △6 02 ― ―     

22年3月期第3四半期 △7 38 ― ―     

 

 (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 11,002 4,102 35.2 114 44 

22年3月期 11,891 4,382 34.9 122 45  
(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 3,877百万円  22年3月期 4,149百万円 

 

 
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 

23年3月期 ― ― ―   

23年3月期(予想)    0.00 0.00 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 

    
 

 
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 11,200 △1.9 △160 ― △130 ― △170 ― △5 02 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 



  

4. その他（詳細は〔添付資料〕３ページ「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 

 (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 ： 無 

 (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 34,200,000株 22年3月期 34,200,000株 

②期末自己株式数 23年3月期3Q 312,950株 22年3月期 310,008株 

③期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  33,888,150株 22年3月期3Q 33,890,803株 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 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いません。 

2. 本資料の業績予想につきましては、当社が現時点で入手している情報に基づいたものであり、実際の業績

につきましては今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

業績予想等の前提となる条件等については、〔添付資料〕３ページ［当四半期の連結業績等に関する定性

的情報］(３)連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  
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１．当四半期の連結業績等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日本経済は、エコ減税措置による一定の効果や新興国の成

長に伴い企業収益の改善が進み、景気持ち直しの動きがみられたものの、円高の長期化やデフレ
進行による価格下落圧力もあり、依然として本格的な消費回復機運がないまま推移しています。 
一方、当社グループを取り巻く事業環境も設備投資過剰感が依然として残り、根底にある人口

減少という問題も抱え、厳しい状況のまま推移しています。 
このような情勢の中、当社グループは、積極的な営業活動とともに原価の低減や採算性の向上

といった課題に取り組んでまいりました。 
当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高 80 億６千９百万円(前年同四半

期比３億５千万円減収)、営業損失２億１千５百万円(同４千万円赤字縮小)、経常損失１億８千万
円(同４千１百万円赤字縮小)、四半期純損失２億３百万円(同４千６百万円赤字縮小)となりまし
た。 
 

当社グループの事業別売上高の概況は、次のとおりです。 
 
①売上高の状況 

高圧機器事業は、LP ガスバルク貯槽の需要が減少するなか、主力製品である小型 LP ガス容器

の拡販とともに、LP ガス充填設備などのプラント工事の受注に注力いたしました。しかしながら、

小型 LP ガス容器、LP ガスバルク貯槽及びプラント工事はともに減収となり、事業全体では前年

同期比 12.4％減少し、44億７千７百万円となりました。 

鉄構輸送機事業は、鉄構製品の受注は減少しましたが、鉄鋼向けインナーカバーの受注及びコ

ンベヤ設備を主体にした搬送機器の工事量が増加したことにより、事業全体では前年同期比横這

いの５億５千５百万円となりました。 

施設機器事業は、畜舎消臭装置及び家畜肥育資材製品の新機種を追加して取扱製品の拡充を図

りましたが、設備投資抑制の影響を受け、畜産関連製品の受注は減少しました。一方、環境関連

製品のＦＲＰ製機器などの受注が増加したことにより、事業全体では前年同期比横這いの８億１

千１百万円となりました。 

運送事業は、新規荷主の開拓等新しい顧客ニーズに対応した結果、前年同期比 14.4％増加し、

22億２千５百万円となりました。 
 

 ②販売費及び一般管理費の状況 
販売費及び一般管理費は、固定費削減に努めました結果、15 億７千２百万円となり、前年同期

に比べ５千４百万円減少しました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 
 ①資産の状況 

総資産合計は、110 億２百万円となり、前連結会計年度末より８億８千８百万円減少しました。
主な要因は、借入金の返済及び退職金の支払などにより、現金及び預金が４億６千６百万円、売
上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が４億５百万円それぞれ減少したことであります。 
 

 ②負債の状況 
負債合計は、69 億円となり、前連結会計年度末より６億８百万円減少しました。主な要因は、

長期借入金が返済により２億６百万円、退職金の支払に伴い退職給付引当金が３億７千６百万円
それぞれ減少したことであります。 
 

 ③純資産の状況 
純資産合計は、41 億２百万円となり、前連結会計年度末より２億８千万円減少しました。主な

要因は、四半期純損益が赤字になったことにより利益剰余金が２億３百万円、その他有価証券評
価差額金が６千７百万円それぞれ減少したことであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 

最近の業績動向等を踏まえ、平成 22 年 11 月９日に公表しました業績予想を修正しております。
また、通期の個別業績につきましても、同様に平成 22 年 11 月９日公表の予想値を修正しました。 

当期の利益剰余金の配当につきましては、業績予想を踏まえ、経営体質・財務体質の強化を図
る必要から、今後の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではござい
ますが、見送らせていただく予定であります。 

詳細につきましては、本日(２月８日)別途開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正に
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 

該当事項はありません。 
 
(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 
資産除去債務に関する会計基準の適用 
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。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ
ります。 

 
・表示方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22
号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用に伴い、第
３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しており
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：千円） 

    

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 1,543,372 2,010,193 
  受取手形及び売掛金  3,133,728 3,538,784 
  製品 151,275 125,121 
  仕掛品 691,299 651,621 
  原材料及び貯蔵品 265,520 192,653 
  その他 365,234 326,425 
  貸倒引当金 △2,899 △3,108 
  流動資産合計 6,147,531 6,841,691 

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額）  702,868  740,280 
   機械装置及び運搬具（純額）  322,140  337,255 
   土地 2,251,801 2,253,794 
   リース資産（純額）  236,506  279,912 
   建設仮勘定 34,595 3,100 
   その他（純額）  38,941  24,926 
   有形固定資産合計 3,586,853 3,639,268 

  無形固定資産 45,713 43,122 
  投資その他の資産   
   投資有価証券 1,025,887 1,171,001 
   長期貸付金 3,000 3,000 
   建設協力金 38,970 43,380 
   その他 211,055 203,869 
   貸倒引当金 △56,297 △54,116 
   投資その他の資産合計 1,222,615 1,367,134 

  固定資産合計 4,855,181 5,049,525 

 資産合計 11,002,712 11,891,217 
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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) 

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金  1,948,107 1,995,447 
  短期借入金 1,877,272 1,799,272 
  リース債務 41,764 41,249 
  未払金 96,326 124,114 
  未払費用 110,328 77,625 
  未払法人税等 13,099 27,976 
  未払消費税等 42,797 57,299 
  賞与引当金 29,633 94,564 
  役員賞与引当金 7,500 10,000 
  前受金 193,999 133,892 
  その他 90,225 29,515 
  流動負債合計 4,451,053 4,390,958 

 固定負債   
  長期借入金 553,938 760,233 
  リース債務 246,965 278,353 
  退職給付引当金 1,433,350 1,809,615 
  役員退職慰労引当金 87,246 112,042 
  資産除去債務 7,000 － 
  その他 121,023 157,813 
  固定負債合計 2,449,524 3,118,058 

 負債合計 6,900,578 7,509,016 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,710,000 1,710,000 
  資本剰余金 329,347 329,347 
  利益剰余金 1,823,560 2,027,506 
  自己株式 △80,063 △79,771 
  株主資本合計 3,782,844 3,987,081 

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 95,057 162,742 
  評価・換算差額等合計 95,057 162,742 

 少数株主持分 224,233 232,376 
 純資産合計 4,102,134 4,382,200 

負債純資産合計 11,002,712 11,891,217 
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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 8,420,551 8,069,804 

売上原価 7,049,237 6,712,573 

売上総利益 1,371,314 1,357,231 

販売費及び一般管理費  1,626,644  1,572,405 

営業損失（△） △255,330 △215,173 

営業外収益   
 受取利息 2,312 1,800 
 受取配当金 20,281 25,845 
 受取賃貸料 5,565 11,674 
 助成金収入 34,761 32,327 
 その他 22,872 18,785 
 営業外収益合計 85,792 90,432 

営業外費用   
 支払利息 23,548 26,714 
 出向者人件費 20,794 19,090 
 その他 8,199 9,823 
 営業外費用合計 52,542 55,628 

経常損失（△） △222,079 △180,369 

特別利益   
 固定資産売却益 8,456 4,509 
 特別利益合計 8,456 4,509 

特別損失   
 固定資産除売却損 2,952 1,017 
 投資有価証券売却損 － 1,615 
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,333 
 減損損失 － 1,992 
 特別損失合計 2,952 6,958 

税金等調整前四半期純損失（△） △216,575 △182,818 

法人税、住民税及び事業税 25,950 20,281 

法人税等調整額 11,801 1,216 

法人税等合計 37,751 21,498 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △204,316 

少数株主損失（△） △4,329 △371 

四半期純損失（△） △249,998 △203,945 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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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