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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,823 16.6 72 ― 186 ― 109 ―
22年3月期第3四半期 2,421 △40.6 △557 ― △206 ― △152 ―

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 2,749.50 ―
22年3月期第3四半期 △3,830.98 ―

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 2,835 1,274 44.9 32,049.92
22年3月期 2,792 1,188 42.6 29,900.42

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,274百万円 22年3月期  1,188百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 600.00 600.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
1,000.00 1,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,687 12.6 47 ― 186 ― 107 ― 2,703.30



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」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） 23年3月期3Q 39,753株 22年3月期  39,753株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 39,753株 22年3月期3Q 39,753株

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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くため、予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等によ
り、実際の業績は上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了解ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかに改善へと向かいつつあるものの、改善の動きには一服感が

見られ、厳しい雇用情勢や円高の進行などを背景として、依然として予断を許さない状況が続いております。 

当社の主要顧客であるメーカーにおいては、円高の影響により輸出企業での先行き不透明感は残るものの、業績改

善への動きが顕著に見られ、開発投資への緩やかな改善が見られる状況となっております。 

このような状況の中で、引き続き当社への受注も堅調な状況にあり、経験者を中心として輸送用機器関連や通信機

器関連への展開が進みました。これにより当第３四半期累計期間における技術者の稼働率は87.0％（稼働率(％)＝稼

働技術者数/技術社員総数＊100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出しております。）となり、12月末

時点では94.2％と上昇傾向となっております。また、雇用調整助成金の申請を引き続き行っておりますが、稼働率の

上昇とともに申請金額は減少傾向となっております。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,823百万円（前年同期比16.6％増）、売上原価は2,340百万円

（同8.1％減）、販売費及び一般管理費は409百万円（同5.3％減）、営業利益は72百万円（前年同期営業損失557百万

円）、経常利益は186百万円（前年同期経常損失206百万円）、税引前四半期純利益は184百万円（前年同期税引前四

半期純損失206百万円）、四半期純利益は109百万円（前年同期四半期純損失152百万円）となりました。 

売上原価は、売上高の増加が大きな要因となり、売上に対する構成比率は82.9％（前年同期比22.2ポイント減）と

なりました。また、販売費及び一般管理費は、人件費の圧縮、その他経費を効率的に活用することで前年同期比

5.3％減に抑え、売上に対する構成比率は14.5％（前年同期比3.4ポイント減）となりました。また、雇用調整助成金

につきましては120百万円を営業外収益に計上しております。 

  

 （２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は2,835百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円の増加となりました。これ

は、現金及び預金や売上債権の増加等によるものであります。また、純資産は1,274百万円となり、前事業年度末に

比べ85百万円の増加となりました。これは、配当金の支払による減少があったものの四半期純利益がそれを上回った

ことによる利益剰余金の増加によるものであります。なお、自己資本比率は44.9％となりました 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期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。）の残高は、前事業年度末に比べ

160百万円増加し690百万円となりました。 

当第３四半期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・フローは320百万円の収入となりました。これは主に税引前四半期純利益を計上した

こと及び未払金の増加に伴いその他の負債が増加したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは０百万円の支出となりました。これは有形固定資産を取得したことによるも

のです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは160百万円の支出となりました。これは借入金の返済及び配当金の支払いに

よるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想に関しましては、受注状況の改善へのスピーディな対応により、稼働率も上昇傾向にある中で、概

ね計画通りで進んでおり、現時点において平成22年10月26日に発表いたしました業績予想に変更はありません。今

後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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しております。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 （２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「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。これにより、営業利益及び経常利益は573千円減少し、税引前四半期純利益は1,895千円減少しております。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 690,536 530,288

受取手形及び売掛金 516,078 456,267

仕掛品 8,911 7,874

貯蔵品 15 67

前払費用 23,891 21,831

繰延税金資産 55,053 130,521

未収還付法人税等 － 10,124

未収消費税等 － 41,287

その他 26,142 55,465

流動資産合計 1,320,629 1,253,728

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 403,465 417,694

構築物（純額） 2,960 3,326

車両運搬具（純額） 1,162 1,691

工具、器具及び備品（純額） 2,801 4,083

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,378,400 1,394,805

無形固定資産   

ソフトウエア 3,145 4,565

施設利用権 1,862 1,888

無形固定資産合計 5,008 6,454

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 477 1,645

繰延税金資産 87,561 87,561

会員権 1,900 1,900

差入保証金 36,818 40,877

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 131,957 137,183

固定資産合計 1,515,366 1,538,444

資産合計 2,835,995 2,792,172
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,285 51

短期借入金 350,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 430,040 275,040

未払金 55,972 7,397

未払費用 276,817 285,962

未払消費税等 43,930 －

預り金 24,420 21,587

賞与引当金 98,449 104,764

その他 3,383 1,621

流動負債合計 1,284,301 976,424

固定負債   

長期借入金 40,640 401,920

退職給付引当金 161,122 151,808

役員退職慰労引当金 75,851 73,388

固定負債合計 277,613 627,116

負債合計 1,561,915 1,603,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 559,030 473,581

株主資本合計 1,274,080 1,188,631

純資産合計 1,274,080 1,188,631

負債純資産合計 2,835,995 2,792,172
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 2,421,781 2,823,025

売上原価 2,546,344 2,340,778

売上総利益又は売上総損失（△） △124,562 482,246

販売費及び一般管理費   

役員報酬 52,747 50,401

給料及び賞与 193,380 183,259

賞与引当金繰入額 18,954 18,429

退職給付引当金繰入額 1,096 1,133

役員退職慰労引当金繰入額 7,036 6,792

法定福利費 33,808 30,193

採用費 2,112 11

旅費及び交通費 11,011 11,757

支払手数料 32,951 30,297

地代家賃 32,282 30,975

減価償却費 5,569 4,577

その他 41,595 41,584

販売費及び一般管理費合計 432,545 409,416

営業利益又は営業損失（△） △557,108 72,830

営業外収益   

受取利息 163 142

受取配当金 100 100

受取手数料 1,066 1,045

助成金収入 361,094 120,166

その他 2,450 2,209

営業外収益合計 364,874 123,665

営業外費用   

支払利息 9,476 10,434

支払手数料 5,000 －

その他 0 5

営業外費用合計 14,476 10,440

経常利益又は経常損失（△） △206,710 186,054

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,322

特別損失合計 － 1,322

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △206,710 184,732

法人税等 △54,417 75,431

四半期純利益又は四半期純損失（△） △152,293 109,300
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△206,710 184,732

減価償却費 20,977 18,138

長期前払費用償却額 1,911 1,184

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,895

賞与引当金の増減額（△は減少） △159,090 △6,314

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,760 9,314

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,036 2,462

受取利息及び受取配当金 △263 △242

支払利息 9,476 10,434

支払手数料 5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 206,507 △59,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,817 △984

前払費用の増減額（△は増加） 1,568 △2,377

差入保証金の増減額（△は増加） 9,302 1,828

その他の資産の増減額（△は増加） △69,326 29,687

仕入債務の増減額（△は減少） △143 1,233

未払費用の増減額（△は減少） △29,685 △9,145

預り金の増減額（△は減少） 12,513 2,833

その他の負債の増減額（△は減少） △146 133,401

小計 △183,129 318,274

利息及び配当金の受取額 220 194

利息の支払額 △9,568 △10,117

支払手数料の支払額 △5,000 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 60,760 12,586

営業活動によるキャッシュ・フロー △136,716 320,937

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 △1,275 △293

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275 △293

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） 126,000 70,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △206,280 △206,280

配当金の支払額 △95,622 △24,116

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,097 △160,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,894 160,248

現金及び現金同等物の期首残高 817,219 530,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 703,325 690,536
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 該当事項はありません。 

  

  

 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）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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