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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 5,109 △26.9 △138 ― 1 △98.2 △91 ―

21年3月期第3四半期 6,990 ― 2 ― 78 ― △452 ―

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 △7.64 ―

21年3月期第3四半期 △37.75 ―

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 12,524 6,384 50.4 526.41
21年3月期 13,000 6,415 48.7 528.54

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,310百万円 21年3月期  6,336百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 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  有  
 

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 6,800 △23.1 △150 ― 10 ― △300 ― △25.02

－ 1 －



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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

（１）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、３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下さい。 
（２）平成21年11月10日に公表いたしました通期の連結業績予想及び配当予想を本資料において修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業
績及び配当予想の修正並びに希望退職者募集の結果に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 12,387,178株 21年3月期  12,387,178株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  399,924株 21年3月期  399,034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 11,987,451株 21年3月期第3四半期 11,989,312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、政府による景気刺激策や在庫調整の一巡により、一部で回復

の兆しが見え始めたものの、企業収益の低迷や設備投資の減少、雇用情勢の悪化に加え、円高やデフレ局面の進行

など、依然として極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢下、当社グループ主力の工具部門では、「デジラチェ」をはじめとした計測機器類などの拡販に

注力すると共に、インガソール・ランドとの業務提携によりラインナップを拡充いたしました動力工具類を中心に

新規顧客を開拓、更に、ハイブリッド車や電気自動車の普及に伴う需要の高まりを受けて絶縁工具を発売、健康や

環境への意識が高まるなか広がりを見せている自転車市場へ自転車整備用工具を投入するなど新たな需要の開拓を

図ってまいりました。また、役員報酬の減額や労務・人件費をはじめとした経費削減の徹底、非工具部門のハイテ

ック事業（樹脂成形、金型部門）の撤退、2009年問題や雇用情勢悪化の影響を受けて売上が減少しておりました人

材派遣・業務請負業を営む当社子会社である株式会社ケーティシーキャリアサービスの解散及び清算、更に、当社

並びに生産子会社である北陸ケーティシーツール株式会社における希望退職者の募集を行うなど事業の整理による

工具部門への経営資源の集中とコスト構造の抜本的な見直しに取組んでまいりました。 

しかしながら、業績面では急激な需要減退を背景に自動車整備市場をはじめとした工具販売が低迷すると共に、

自動車販売台数の減少により搭載工具が減少、更に、設備投資の減少により企業向けの直接販売が落込むなど工具

部門の売上が大きく伸び悩みました。また、非工具部門におきましても消費の低迷により小売業であるＤＩＹ事業

において売上が減少するなど、事業撤退に伴う売上減少と合わせて全体の売上が予想を上回る落ち込みとなり、諸

施策により経費削減・コストダウンを図りましたが、各事業における利益の減少を吸収するには至りませんでし

た。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は51億９百万円（前年同期比26.9％減）、損益面におき

ましては、営業損失１億38百万円（前年同期営業利益２百万円）、経常利益１百万円（前年同期比98.2％減）、四

半期純損失は91百万円（前年同期純損失４億52百万円）となりました。 

  

  

 当第３四半期の総資産は、125億24百万円となり、前連結会計年度末に対し４億75百万円減少となりました。そ

の主な内容は、商品及び製品が２億37百万円、投資有価証券が２億39百万円減少したことなどによるものでありま

す。また、負債合計は、61億39百万円となり、前連結会計年度末に対し４億45百万円減少となりました。その主な

内容は、支払手形及び買掛金が１億80百万円、賞与引当金が１億20百万円、退職給付引当金が１億90百万円減少し

たことなどによるものであります。純資産合計は、前連結会計年度末と概ね同額の63億84百万円となりました。そ

の主な内容は、配当の支払い並びに当期純損失を主要因に利益剰余金が１億39百万円減少したものの、その他有価

証券評価差額金が１億13百万円増加したことなどによるものであります。 

  

  

平成22年３月期の業績及び配当予想につきましては開示を見送らせていただいておりましたが、最近の業績動向

を踏まえ本日公表させていただきました。 

平成22年３月期の業績は、急激な事業環境の悪化をうけ、売上高68億円、営業損失１億50百万円、経常利益10百

万円、更に、当期純利益は、希望退職者の募集による割増退職金、今後発生が見込まれる建物及び設備等に使用さ

れているアスベストやＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）の除去、処分に関する費用を環境対策引当金として特別損

失に計上する予定であり、当期純損失３億円となる見込みです。 

また、期末配当につきましては、今後の経済動向が不透明な中、前述の通り当期純損失の計上を見込んでいるこ

とから、来期以降の黒字化と財務体質の改善のために実施してまいりました諸施策と併せて、誠に遺憾ながら無配

とさせていただきます。 

 詳細につきましては本日公表しております「業績及び配当予想の修正並びに希望退職者募集の結果に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

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

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）
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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みと

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．棚卸資産の評価方法 

 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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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 1,848,973 1,771,287

受取手形及び売掛金 1,628,859 1,876,771

有価証券 414,112 43,636

商品及び製品 1,751,977 1,989,892

仕掛品 464,033 478,717

原材料及び貯蔵品 301,355 320,635

その他 77,495 107,267

貸倒引当金 △1,634 △1,862

流動資産合計 6,485,173 6,586,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,658,976 1,742,726

機械装置及び運搬具（純額） 717,277 802,238

工具、器具及び備品（純額） 104,631 117,733

土地 1,720,408 1,720,408

その他（純額） 16,198 22,716

有形固定資産合計 4,217,492 4,405,823

無形固定資産 59,468 65,823

投資その他の資産   

投資有価証券 1,116,745 1,355,922

その他 742,108 674,406

貸倒引当金 △96,749 △88,301

投資その他の資産合計 1,762,104 1,942,027

固定資産合計 6,039,065 6,413,674

資産合計 12,524,239 13,000,020
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 421,254 602,194

短期借入金 2,923,470 2,924,998

未払金及び未払費用 342,285 368,105

未払法人税等 13,006 20,019

賞与引当金 32,036 152,353

事業整理損失引当金 30,000 63,727

その他 117,642 97,141

流動負債合計 3,879,696 4,228,538

固定負債   

長期借入金 169,785 40,857

退職給付引当金 1,375,173 1,565,531

役員退職慰労引当金 30,595 28,390

負ののれん 15,562 54,895

その他 668,774 666,697

固定負債合計 2,259,891 2,356,371

負債合計 6,139,588 6,584,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 2,800,620 2,940,168

自己株式 △138,452 △138,286

株主資本合計 6,256,695 6,396,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,025 △65,453

為替換算調整勘定 5,547 5,221

評価・換算差額等合計 53,572 △60,232

少数株主持分 74,382 78,933

純資産合計 6,384,651 6,415,110

負債純資産合計 12,524,239 13,000,020
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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 6,990,423 5,109,121

売上原価 4,919,642 3,552,125

売上総利益 2,070,780 1,556,996

販売費及び一般管理費 2,068,598 1,695,926

営業利益又は営業損失（△） 2,182 △138,930

営業外収益   

受取配当金 56,610 36,227

受取補償金 － 20,000

助成金収入 － 53,552

その他 77,848 88,852

営業外収益合計 134,458 198,632

営業外費用   

支払利息 33,849 29,899

投資有価証券評価損 － 15,420

その他 24,302 12,986

営業外費用合計 58,151 58,306

経常利益 78,489 1,396

特別利益   

固定資産売却益 － 6,553

事業整理損失引当金戻入額 － 6,400

受取保険金 15,284 －

特別利益合計 15,284 12,954

特別損失   

固定資産除売却損 3,129 1,308

有価証券評価損 71,670 －

投資有価証券評価損 333,538 －

関係会社整理損失引当金繰入額 30,000 －

早期割増退職金 － 101,683

たな卸資産評価損 73,385 －

特別損失合計 511,723 102,992

税金等調整前四半期純損失（△） △417,949 △88,642

法人税、住民税及び事業税 13,829 9,400

法人税等調整額 17,892 △5,076

法人税等合計 31,722 4,324

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,960 △1,341

四半期純損失（△） △452,632 △91,625
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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