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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） 

 

(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 ％

23年3月期第3四半期 4,810 26.6 8 ― △96 ― △430 ―
22年3月期第3四半期 3,800 △33.7 △431 ― △436 ― △649 ―

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 △43.15 ―
22年3月期第3四半期 △65.06 ―

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

23年3月期第3四半期 7,596 497 6.5 49.71
22年3月期 7,518 955 12.7 95.57

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  496百万円 22年3月期  954百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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）

（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 6,500 21.8 110 ― △10 ― △350 ― △35.06



(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  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 

（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） 

※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、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」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） 23年3月期3Q 10,000,000株 22年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  18,044株 22年3月期  16,815株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  9,982,280株 22年3月期3Q  9,983,185株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー補助金終了前の自動車やエコポイント制度

変更前の家電製品等の駆け込み購入や猛暑効果といった要因により、個人消費は一時的に伸びたものの、

これらを除くと景気は減速基調であり、アジア向けを中心に輸出が鈍化するなど、海外景気の減速や円高

傾向の継続等を背景に、景気は踊り場局面となる懸念が強まりつつあるなかで推移いたしました。 

 当社グループに関連する工業用機械刃物業界におきましても、鉄鋼・製紙関連等の業界向け需要におい

ては、一時回復傾向が見られたものの、当第３四半期連結会計期間に入り円高の影響等をうけ輸出を中心

にややかげりが見られる状況で経過いたしました。 

 このような環境のなかで、当社グループにおける工業用機械刃物においても、徐々に回復傾向にあった

受注も第２四半期連結会計期間後半からその勢いが鈍る傾向のなかで経過いたしました。産業用機械及び

部品における受注は、設備投資や工作機械受注の回復の影響を受け次第に増加に転じてきましたが、当第

３四半期連結会計期間に入りその勢いも小さくなり先行きが懸念される状況のなかで推移いたしました。

緑化造園においては、公共工事の削減や民間建築工事の減少などの影響を受け、受注高、完成工事高とも

に前年同期に比し大きく減少いたしました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、連結売上高が前年同期比26.6％

増の48億10百万円となりましたが、たな卸資産の減少や原材料をはじめとした変動費の高騰などにより売

上原価が高止まりとなったことが大きく影響し、損益面におきましては営業利益８百万円（前年同期は営

業損失４億31百万円）、経常損失96百万円（前年同期は経常損失４億36百万円）を計上することになりま

した。また、繰延税金資産の回収可能性を検討し、その一部の取り崩しを行ったことを主たる要因とし

て、四半期純損失は４億30百万円（前年同期は四半期純損失６億49百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、75億96百

万円となりました。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億10百万円増加し、56億40百万円となりました。主な要因

は、たな卸資産が１億55百万円、繰延税金資産が１億11百万円減少した一方で、現金及び預金が４億26

百万円、受取手形及び売掛金が１億95百万円増加したことなどによるものであります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億33百万円減少し、19億55百万円となりました。主な要因は

繰延税金資産が２億20百万円減少したことなどによるものであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億74百万円増加し、43億２百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金が３億42百万円、短期借入金が82百万円増加したことなどによるものでありま

す。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、27億96百万円となりました。主な要因は、長

期預り金が１億56百万円減少した一方で、長期借入金が１億34百万円、退職給付引当金が94百万円増加

したことなどによるものであります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ４億58百万円減少し、４億97百万円となりました。主な要因は、

四半期純損失の計上によるものであります。 

  

当第３四半期連結累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

度末に比べ５億51百万円増加し、17億59百万円となりました。 

 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） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は３億50百万円となりました。これは

主に税金等調整前四半期純損失65百万円計上のほか、売上債権の増加１億96百万円および長期預り金の

減少１億56百万円などがあったものの、仕入債務の増加３億45百万円、減価償却費１億99百万円、たな

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

1.資産、負債および純資産の状況

2.キャッシュ・フローの状況
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卸資産の減少１億53百万円および預り金の増加70百万円などがあったことを反映したものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は38百万円となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出71百万円および投資有価証券の取得による支出36百万円などがあったも

のの、定期預金が預入と払戻の差額として１億25百万円の増加および有形固定資産の売却による収入22

百万円などがあったことを反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は１億84百万円となりました。これは

主に長・短期借入金の借入と返済の差額として借入金が２億17百万円増加したことなどによるものであ

ります。 

  

平成22年11月５日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確定な要

因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

  

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、第２四半期連結会計期

間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。 

  

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する

方法によっております。 

  

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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間における営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失に与える影響はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間における経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与

える影響はありません。 

  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22

号）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）の適用により、当第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。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

1．一般債権の貸倒見積高の算定方法

2．棚卸資産の評価方法

3．固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

2.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

3．表示方法の変更
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当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において経常損失、当期純損失を計上し、当

第３四半期連結累計期間においても引き続き経常損失96百万円を計上し、さらに繰延税金資産の回収可

能性を検討し、その一部の取り崩しを行ったことを主たる要因として四半期純損失４億30百万円を計上

したことから、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

 当社グループにおいては、当第３四半期連結累計期間においては営業利益を計上し一定の成果を得て

おりますが、当該状況を早期に解消するためにも黒字化を図ることが 優先課題であり、次のような施

策を積極的に推進していく所存であり、現在も継続して取り組んでおります。 
  

   ①組織・生産体制の見直し 

生産規模に応じた生産体制・人員体制、組織見直し等を行い、業務効率の向上を図るとともに、変

動費を中心とした経費削減を業況の推移に応じ的確に行ってまいります。             

   ②販売費及び一般管理費等の削減 

役員報酬及び管理職手当の減額等を継続して実施するとともに、事務効率化による経費削減、事業

規模に応じた組織再編等による人員体制の見直し等を通じ人件費の削減を図り、更にはグループとし

ての経営資源の集中化による経費削減などを業況の推移に応じ的確に行ってまいります。      
  

これらの施策を推進し早期に黒字化を図ることにより、当社グループは継続企業の前提に関する重要

な不確実性は認められないものと判断しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,905 1,478

受取手形及び売掛金 2,032 1,836

製品 516 561

仕掛品 562 667

原材料及び貯蔵品 490 496

繰延税金資産 56 168

その他 77 55

貸倒引当金 △1 △34

流動資産合計 5,640 5,230

固定資産

有形固定資産 1,455 1,559

無形固定資産 89 113

投資その他の資産

投資有価証券 280 263

繰延税金資産 32 252

その他 145 120

貸倒引当金 △47 △21

投資その他の資産合計 410 616

固定資産合計 1,955 2,288

資産合計 7,596 7,518

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 946 603

短期借入金 2,779 2,697

リース債務 43 43

未払法人税等 16 11

賞与引当金 5 20

その他 510 451

流動負債合計 4,302 3,827

固定負債

長期借入金 2,151 2,016

リース債務 108 134

繰延税金負債 11 －

退職給付引当金 248 154

役員退職慰労引当金 33 30

長期預り金 243 399

固定負債合計 2,796 2,736

負債合計 7,098 6,563
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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 500 500

資本剰余金 194 194

利益剰余金 △159 270

自己株式 △3 △3

株主資本合計 531 961

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15 27

為替換算調整勘定 △50 △35

評価・換算差額等合計 △34 △7

少数株主持分 1 1

純資産合計 497 955

負債純資産合計 7,596 7,518
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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 3,800 4,810

売上原価 3,217 3,806

売上総利益 583 1,004

販売費及び一般管理費 1,014 995

営業利益又は営業損失（△） △431 8

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 4 3

持分法による投資利益 7 7

補助金収入 88 9

その他 23 22

営業外収益合計 127 45

営業外費用

支払利息 95 90

為替差損 5 31

その他 31 28

営業外費用合計 132 149

経常損失（△） △436 △96

特別利益

固定資産売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 5 13

投資有価証券売却益 35 －

特別利益合計 41 30

特別損失

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 1 －

税金等調整前四半期純損失（△） △396 △65

法人税、住民税及び事業税 10 14

法人税等調整額 242 350

法人税等合計 252 365

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △430

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純損失（△） △649 △430
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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（△） △396 △65

減価償却費 205 199

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78 94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 3

受取利息及び受取配当金 △7 △5

補助金収入 △88 △9

支払利息 95 90

固定資産除却損 0 2

為替差損益（△は益） 1 15

持分法による投資損益（△は益） △6 △7

投資有価証券売却損益（△は益） △35 －

売上債権の増減額（△は増加） 248 △196

たな卸資産の増減額（△は増加） 243 153

前渡金の増減額（△は増加） 1 0

未収入金の増減額（△は増加） △3 12

破産更生債権等の増減額（△は増加） 4 △33

仕入債務の増減額（△は減少） △347 345

未払金の増減額（△は減少） △2 △24

未払消費税等の増減額（△は減少） 13 2

預り金の増減額（△は減少） 4 70

長期預り金の増減額（△は減少） △76 △156

その他 △60 △27

小計 △146 443

利息及び配当金の受取額 7 5

補助金の受取額 88 9

利息の支払額 △90 △91

法人税等の支払額 △15 △15

営業活動によるキャッシュ・フロー △155 350

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 △68 △71

有形固定資産の売却による収入 － 22

投資有価証券の取得による支出 － △36

投資有価証券の売却による収入 50 －

無形固定資産の取得による支出 － △1

定期預金の預入による支出 △72 △76

定期預金の払戻による収入 163 201

従業員に対する貸付けによる支出 △2 △5

従業員に対する貸付金の回収による収入 1 6

その他 10 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 81 38
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（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)

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） 351 △2

長期借入れによる収入 950 1,130

長期借入金の返済による支出 △838 △910

リース債務の返済による支出 △30 △32

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 432 184

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358 551

現金及び現金同等物の期首残高 1,335 1,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,693 1,759
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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） 

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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・工事 

 
  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載は省略しております。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17 

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

(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】

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,898 578 323 3,800 ― 3,800

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 0 8 8 (8) ―

計 2,898 578 331 3,808 (8) 3,800

営業利益又は営業損失(△) △69 △71 8 △131 (300) △431

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 654 68 722

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 3,800

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.2 1.8 19.0

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国、ロシア

【セグメント情報】
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1.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

す。 

 当社は取り扱う製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って当社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、「工業用機械刃物」、「産業用機

械及び部品」および「緑化造園」の３つを報告セグメントとしております。 

 各セグメントの主要な製品・サービスは以下のとおりです。 

 
  

2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

 
  

3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

セグメントの名称 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事

報告セグメント

合計
(百万円)

工業用機械
刃物 

(百万円)

産業用機械
及び部品
(百万円)

緑化造園
（百万円）

売上高

 外部顧客への売上高 3,530 965 314 4,810

 セグメント間の
内部売上高又は振替高

─ 1 0 2

計 3,530 966 315 4,812

セグメント利益又は損失(△) 172 119 △23 268

利 益 金 額 （百万円）

報告セグメント計 268

セグメント間取引消去 △2

全社費用（注） △257

四半期連結損益計算書の営業利益 8

(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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当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １  金額は販売価格であり、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １  セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

 生産、受注及び販売の状況

 1. 生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

工業用機械刃物 3,411 ─

産業用機械及び部品 841 ─

緑化造園 314 ─

合計 4,567 ─

 2. 受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

工業用機械刃物 3,634 ─ 678 ─

産業用機械及び部品 1,023 ─ 197 ─

緑化造園 294 ─ 55 ─

合計 4,952 ─ 931 ─

 3. 販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

工業用機械刃物 3,530 ─

産業用機械及び部品 965 ─

緑化造園 314 ─

合計 4,810 ─
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