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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 3,508 △24.1 △69 ― △59 ― △69 ―

21年3月期第3四半期 4,625 △9.1 △61 ― △61 ― △256 ―

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

22年3月期第3四半期 △0.50 ―

21年3月期第3四半期 △1.69 ―

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

22年3月期第3四半期 10,798 8,359 77.4 60.08
21年3月期 10,551 8,449 80.1 60.41

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,359百万円 21年3月期  8,449百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 4,620 △17.4 60 ― 65 ― 55 ― 0.37



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「4．その他」をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は業務の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3．連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 143,611,765株 21年3月期  155,611,765株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,461,323株 21年3月期  15,740,582株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 139,152,787株 21年3月期第3四半期 151,979,644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、輸出の増加や生産の持ち直しにより、景気に回復の

兆しがみられるものの、自律性に乏しく、依然として企業収益の大幅な減少や雇用情勢の悪化が続く中、

デフレの影響等もあり、全体的には低調に推移しました。 

  当グループの主要な取引先である自動車業界においては在庫調整や経済対策の効果により回復の傾向が

みられ、前年同期に比べ低い水準での推移ではありますが、自動車向け分野を中心に受注が回復しており

ます。 

  このような環境下におきまして当グループは、更なる品質の向上及びサービスの拡充に注力するととも

に、原価低減、販売費及び一般管理費の節約合理化等のコスト削減に務め、引き続き利益面の改善に注力

いたしましたことにより、月次決算においては平成21年8月度より継続して黒字化しております。 

  その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,508百万円（前第３四半期連結累計期間比24.1％

減）、営業損失は69百万円（前第３四半期連結累計期間は61百万円の営業損失）、経常損失は59百万円

（前第３四半期連結累計期間は61百万円の経常損失）、四半期純損失69百万円（前第３四半期連結累計期

間は256百万円の四半期純損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

（金属製品事業） 

  主な取引先である自動車業界において収益改善の兆しはあるものの、家電業界においては円高の影響等

により厳しい情勢が続く中、弱いながらも受注回復の傾向は継続しており、引き続き生産の効率化等によ

る原価率の低減にも努めてまいりました。 

  その結果、売上高は2,171百万円（前第３四半期連結累計期間比26.6％減）、営業利益は69百万円（前

第３四半期連結累計期間比33.4％減）となりました。 
  

（電線・ケーブル事業） 

  金属製品事業と同様、通信用電線・ケーブルにおきましても前連結会計年度より引き続いた受注の減少

の中、引き続き経費削減や生産性の向上に努めてまいりましたが、当第３四半期連結累計期間においても

大変厳しい結果となりました。 

  その結果、売上高は1,115百万円（前第３四半期連結累計期間比28.3％減）、営業損失は23百万円（前

第３四半期連結累計期間は営業利益4百万円）となりました。 

  

（不動産事業） 
  不動産事業につきましては、前連結会計年度に購入した賃貸用物件の安定した賃貸収入を確保しつつ、
経費削減に努めてまいりました。 
  その結果、売上高は175百万円（前第３四半期連結累計期間比59.0％増）、営業利益は116百万円（前第
３四半期連結累計期間比43.7％増）となりました。 
  

（その他の事業） 

  その他の事業につきましては、新規顧客の獲得や販売促進活動を展開し販路の拡大に取り組んでまいり

ましたが、引き続き雇用・所得環境の悪化により個人消費は低迷しており、当第３四半期連結累計期間に

おいても大変厳しい状況が続いております。 

  その結果、売上高は46百万円、営業損失は15百万円となりました。 

  なお、その他の事業につきましては、前連結会計年度第４四半期に重要性が増したと判断し、株式会社

Ｊ-ｎｅｔレンタリース京都（自動車賃貸事業）、株式会社Ｙ'ｓアセットマネジメント（投資事業）を連

結対象とし、事業区分を「その他の事業」としております。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1.  連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％増加し、4,213百万円となりました。 

これは、受取手形及び売掛金が560百万円増加し、商品及び製品が183百万円減少したこと等によるもので

あります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、6,584百万円となりました。 

これは、建物及び構築物（純額）60百万円、有形固定資産のその他（純額）26百万円が、それぞれ減少し

たこと等によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて32.2％増加し、887百万円となりました。 

これは、支払手形及び買掛金が141百万円増加したこと等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て8.5％増加し、1,551百万円となりました。 

これは、退職給付引当金23百万円、その他科目に含まれる長期借入金93百万円が、それぞれ増加したこと

等によるものであります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.1％減少し、8,359百万円となりました。 

これは、利益剰余金が69百万円減少したこと等によるものであります。 
  

景気の先行きについては、経済政策等による持ち直しの傾向が期待される一方で、当面は厳しい雇用情

勢が続くとみられ、依然として不透明な状況でありますが、当グループといたしましては、第２四半期よ

り受注については徐々に回復傾向にあり、第３四半期において利益面で大きく改善しております。 

  今後も、引き続き新製品の市場浸透や品質のさらなる向上及び顧客サービスの拡充による売上高の増加

に努めるとともに、不動産事業における安定した収益を継続いたします。 

  以上により平成22年3月期の業績予想につきましては、前回公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度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、前連結会計年度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。

② 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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

4.  その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(3) 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
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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,559,061 1,716,172

受取手形及び売掛金 1,460,808 899,934

商品及び製品 499,716 683,361

仕掛品 189,232 148,502

原材料及び貯蔵品 408,158 370,783

その他 96,733 93,673

流動資産合計 4,213,710 3,912,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,208,723 1,268,918

土地 4,429,171 4,370,044

その他（純額） 611,422 638,351

有形固定資産合計 6,249,317 6,277,313

無形固定資産 115,477 135,282

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,831,795 1,839,970

その他 271,797 274,347

貸倒引当金 △1,883,545 △1,888,270

投資その他の資産合計 220,047 226,047

固定資産合計 6,584,842 6,638,644

資産合計 10,798,553 10,551,072

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 354,669 213,332

短期借入金 300,852 288,160

未払法人税等 12,779 16,047

賞与引当金 6,657 6,375

偶発損失引当金 6,880 10,702

その他 205,830 137,004

流動負債合計 887,668 671,621

固定負債   

退職給付引当金 312,886 289,495

その他 1,238,511 1,140,412

固定負債合計 1,551,397 1,429,908

負債合計 2,439,065 2,101,530
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,900,400 3,900,400

資本剰余金 2,882,058 3,236,358

利益剰余金 413,954 483,926

自己株式 △131,718 △466,949

株主資本合計 7,064,694 7,153,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,808 △795

土地再評価差額金 1,296,602 1,296,602

評価・換算差額等合計 1,294,793 1,295,807

純資産合計 8,359,487 8,449,542

負債純資産合計 10,798,553 10,551,072
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 4,625,919 3,508,999

売上原価 3,908,260 2,921,372

売上総利益 717,658 587,626

販売費及び一般管理費 778,917 656,773

営業損失（△） △61,259 △69,146

営業外収益   

受取利息 14,075 －

助成金収入 － 6,123

その他 19,525 15,529

営業外収益合計 33,601 21,652

営業外費用   

支払利息 7,250 5,060

賃貸収入原価 － 2,692

その他 26,432 4,678

営業外費用合計 33,683 12,432

経常損失（△） △61,340 △59,926

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,656 4,724

その他 3,312 42

特別利益合計 16,968 4,766

特別損失   

固定資産除却損 － 3,692

減損損失 － 3,464

たな卸資産評価損 34,854 －

貸倒引当金繰入額 50,000 －

その他 11,088 33

特別損失合計 95,943 7,191

税金等調整前四半期純損失（△） △140,315 △62,350

法人税、住民税及び事業税 7,321 7,621

法人税等調整額 109,294 －

法人税等合計 116,616 7,621

四半期純損失（△） △256,931 △69,972
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当第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） 

    該当事項はありません。 

  

(単位：千円） 

 
※1  平成21年12月までに市場から19,069千円取得いたしました。 

※2  平成21年4月6日付で12,000,000株の自己株式（普通株式）を消却しております。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,900,400 3,236,358 483,926 △466,949 7,153,735

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

四半期純損失（△） ─ ─ △69,972 ─ △69,972

自己株式の取得  ※1 ─ ─ ─ △19,069 △19,069

自己株式の消却  ※2 ─ △354,300 ─ 354,300 ─

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ △354,300 △69,972 335,230 △89,041

当第３四半期連結会計期間末残高 3,900,400 2,882,058 413,954 △131,718 7,064,694
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