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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 1,670 14.9 △140 ― △171 ― △191 ―

22年3月期第3四半期 1,453 △57.4 △415 ― △347 ― △380 ―

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 △43.92 ―

22年3月期第3四半期 △87.24 ―

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 3,969 1,075 27.1 246.94
22年3月期 4,340 1,289 29.7 296.24

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,075百万円 22年3月期  1,289百万円

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 3,035 44.0 △63 ― △98 ― △115 ― △26.42



(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、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信(添付資料)2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.3「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 4,495,000株 22年3月期  4,495,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  141,718株 22年3月期  141,718株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 4,353,282株 22年3月期3Q 4,366,353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、アジア向けを中心とする輸出の増加や景気対策の効
果等により、景気は緩やかな回復傾向にあるものの、長引く円高やデフレの進行、雇用情勢の悪化等、依
然として先行きの不透明な状況が続いております。 
このような状況のもと、当社グループにおきましては、営業体制の強化を図り積極的な営業活動を展開

した結果、売上高は16億7千万円(前年同期比14.9％増)となりました。利益面につきましては、生産コス
トの削減、製造、管理部門における経費削減、業務の効率化等を行いましたが、例年に比べ、受注が低調
であったこと等により、営業損失1億4千万円(前年同期は営業損失4億1千5百万円)、経常損失1億7千1百万
円(前年同期は経常損失3億4千7百万円)、四半期純損失1億9千1百万円(前年同期は四半期純損失3億8千万
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39億6千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して3
億7千万円の減少となりました。 
 資産の部では、流動資産は19億7千6百万円となり前連結会計年度末と比較して2億5千7百万円の減少と
なりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少が仕掛品等の増加を上回ったこと
によるものです。 
 固定資産は、19億9千3百万円となり前連結会計年度末と比較して1億1千2百万円の減少となりました。
これは主に、有形固定資産の償却による減少によるものです。 
 負債の部では、流動負債は22億9千3百万円となり前連結会計年度末と比較して1億4千5百万円の減少と
なりました。これは主に、未払金、支払手形及び買掛金等の減少が短期借入金等の増加を上回ったことに
よるものです。 
 固定負債は、6億1百万円となり前連結会計年度末と比較して1千万円の減少となりました。これは主
に、長期借入金の減少によるものです。 
 純資産の部では、純資産合計は10億7千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億1千4百万円の
減少となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。 
 自己資本比率は、前連結会計年度末の29.7％から27.1％となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成22年5月14日に公表した業績予想に変更はありません。 

  

  

  

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

(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棚卸高の算定に関しては、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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失に与える影響はありませんが、税

金等調整前四半期純損失が9,493千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9,493千円であります。 

  

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 棚卸資産の評価方法

② 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

資産除去債務に関する会計基準の適用
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当社グループは、前連結会計年度(平成21年４月１日～平成22年３月31日)において、世界的な景気の

急激な悪化により、自動二輪車等部品及び工作機械の受注が大幅に減少し、売上高が21億7百万円と著

しく減少し、営業損失4億3千2百万円、経常損失3億8千5百万円、当期純損失4億7千4百万円を計上して

おり、当第3四半期連結会計期間(平成22年10月１日～平成22年12月31日)においても、営業損失7千4百

万円、経常損失8千2百万円、四半期純損失8千8百万円を計上しております。 

これらの状況により、当第３四半期連結会計期間末においても、前連結会計年度末に引続き、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。 

  

  

以上のような施策を実施しており、今後も引き続き有効と考えられる施策については、積極的に実施

してまいります。また、今後必要となる資金について、主力金融機関に対して、協力・支援要請を行

い、ご検討を進めていただいております。 

 このような結果、上記の施策及び今後の利益計画に基づく資金計画等より判断し、継続企業の前提に

関しては重要な不確実性は無いものと判断いたしました。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

・その旨及びその具体的な内容

・当該重要事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

①役員報酬及び管理職給与の減額

(a) 月額報酬の15％～30％の減額を実施しております。

(b) 役員報酬体系の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

②人員削減等の合理化

(a) 希望退職者を募集し、すでに26名の人員削減を実施しております。

(b) 15名程度の従業員の出向を実施しております。

(c) 各部署の業務状況に基づき、一時帰休を行っております。

③収益構造の改善

(a) 営業体制及び営業活動の強化を図り、受注増を目指します。

(b) 業務の効率化を図り、工場の集約化を進めており、上西工場を本社へ統合いたしました。

(c) 経営の効率化を図り、組織体制及び人員配置の大幅な見直しを実施しております。

(d) 不採算製品の廃止等による在庫管理コストの削減を実施しております。

(e) 材料費、加工費、生産工程等の見直しを図り、製造原価の削減を実施しております。
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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 981,463 1,161,579

受取手形及び売掛金 334,044 508,009

製品 50,118 49,207

仕掛品 464,354 317,135

原材料及び貯蔵品 111,962 113,123

その他 34,906 85,484

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 1,976,749 2,234,440

固定資産   

有形固定資産   

土地 848,895 855,025

その他（純額） 508,774 613,816

有形固定資産合計 1,357,669 1,468,842

無形固定資産 18,619 21,194

投資その他の資産   

その他 654,620 651,404

貸倒引当金 △37,750 △35,500

投資その他の資産合計 616,870 615,904

固定資産合計 1,993,159 2,105,940

資産合計 3,969,909 4,340,380

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 330,697 408,811

短期借入金 1,815,334 1,740,923

未払法人税等 3,595 2,578

賞与引当金 12,919 37,611

受注損失引当金 18,500 15,105

その他 111,979 233,385

流動負債合計 2,293,026 2,438,416

固定負債   

長期借入金 203,991 212,076

退職給付引当金 287,841 288,365

その他 110,032 111,908

固定負債合計 601,865 612,350

負債合計 2,894,892 3,050,767
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △527,651 △336,446

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,173,716 1,364,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,275 8,140

為替換算調整勘定 △103,975 △83,448

評価・換算差額等合計 △98,699 △75,307

純資産合計 1,075,016 1,289,613

負債純資産合計 3,969,909 4,340,380
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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 1,453,223 1,670,283

売上原価 1,422,304 1,415,583

売上総利益 30,919 254,700

販売費及び一般管理費   

役員報酬 92,955 89,269

給料及び手当 132,123 114,639

賞与引当金繰入額 3,674 3,312

退職給付費用 13,281 8,562

役員退職慰労引当金繰入額 10,500 －

貸倒引当金繰入額 2,250 2,250

その他 191,225 176,916

販売費及び一般管理費合計 446,010 394,950

営業損失（△） △415,091 △140,250

営業外収益   

受取利息 3,442 3,331

受取配当金 1,600 1,998

助成金収入 91,554 14,318

その他 11,686 9,977

営業外収益合計 108,283 29,625

営業外費用   

支払利息 24,005 23,284

為替差損 13,146 31,773

その他 3,605 6,075

営業外費用合計 40,757 61,133

経常損失（△） △347,565 △171,758

特別利益   

固定資産売却益 72 988

特別利益合計 72 988

特別損失   

固定資産売却損 － 703

固定資産除却損 17,381 785

合併関連費用 10,368 －

投資有価証券売却損 56 －

減損損失 － 6,130

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,493

特別損失合計 27,805 17,111

税金等調整前四半期純損失（△） △375,298 △187,881

法人税、住民税及び事業税 3,899 3,854

法人税等調整額 1,732 △531

法人税等合計 5,632 3,322

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △191,204

四半期純損失（△） △380,930 △191,204
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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（△） △375,298 △187,881

減価償却費 120,233 98,593

減損損失 － 6,130

負ののれん償却額 △1,938 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,600 2,250

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,478 △24,453

受注損失引当金の増減額（△は減少） 32,960 3,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,691 △348

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,500 －

受取利息及び受取配当金 △5,043 △5,329

支払利息 24,005 23,284

為替差損益（△は益） 1,476 27,103

固定資産売却損益（△は益） △72 △285

固定資産除却損 17,381 785

投資有価証券売却損益（△は益） 56 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,493

売上債権の増減額（△は増加） 696,568 166,178

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,466 △155,358

その他の資産の増減額（△は増加） △37,893 △18,200

仕入債務の増減額（△は減少） △360,850 △72,504

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,331 48,636

その他の負債の増減額（△は減少） 14,904 △42,102

その他 10,368 －

小計 84,990 △120,614

利息及び配当金の受取額 4,296 5,088

利息の支払額 △23,475 △22,944

特別退職金の支払額 － △79,417

法人税等の支払額 △56,511 △3,462

法人税等の還付額 － 23,265

その他 △10,368 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,069 △198,084

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 △108,900 △134,035

定期預金の払戻による収入 151,444 243,000

有形固定資産の取得による支出 △38,409 △34,212

有形固定資産の売却による収入 110 2,785

有形固定資産の除却による支出 － △5,138

無形固定資産の取得による支出 △1,800 －

投資有価証券の取得による支出 △8,950 △448

投資有価証券の売却による収入 324 －

貸付金の回収による収入 8,900 900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△11,721 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,002 72,850
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（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) 

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） △45,460 71,500

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △194,748 △105,076

配当金の支払額 △21,963 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,172 66,423

現金及び現金同等物に係る換算差額 △950 △2,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,194 △61,351

現金及び現金同等物の期首残高 429,437 129,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 156,243 68,127
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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

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)

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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