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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 8,087 △57.8 △2,469 ― △2,707 ― △2,773 ―
21年3月期第3四半期 19,142 ― 677 ― △229 ― △615 ―

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 △62.23 ―
21年3月期第3四半期 △13.78 ―

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 28,553 8,662 30.3 195.12
21年3月期 34,092 11,652 34.2 261.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,662百万円 21年3月期  11,652百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
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  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 13,000 △51.1 △3,100 ― △3,300 ― △3,300 ― △73.96



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） 

（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。 

(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 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々 
な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、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） 22年3月期第3四半期 47,178,956株 21年3月期  47,178,956株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,784,387株 21年3月期  2,557,326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 44,571,733株 21年3月期第3四半期 44,656,625株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展やアジア地域の需要拡大の恩恵を受け、景

況感の改善が見受けられるものの、企業収益や設備投資は依然として低調に推移するなど、厳しい状態が続いて

おります。 

 海外におきましても、各国の景気対策効果により、中国を中心としたアジア諸国での設備投資に明るい材料が

見られますが、世界経済全体の本格的な回復には、なお時間を要するものと思われ、当社グループを取り巻く経

営環境は、引き続き予断を許さない状況にあります。 

 このような状況の中で当社グループは、顧客ニーズに合った製品の開発、海外市場への積極的な販売活動、内

製化率の向上、徹底したコスト削減などに重点を置き、収益性の向上に努めてまいりました。 

  その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期比57.8％減の8,087百万円、経常損失は2,707百

万円（前年同期は経常損失229百万円）、四半期純損失は2,773百万円（前年同期は四半期純損失615百万円）とな

りました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して5,539百万円減少し、28,553百万円と 

なりました。内訳については、流動資産は5,184百万円減少の16,956百万円、固定資産は354百万円減少の11,596

百万円であります。流動資産減少の主な要因は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が4,868百万円減少し 

たことによるものであります。 

  当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して2,548百万円減少し、19,890百万 

円となりました。この減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が952百万円、短期借入金と長期借入金が合計 

で966百万円減少したことによるものです。 

  また、純資産は、前連結会計年度末と比較して2,990百万円減少し、8,662百万円となりました。この減少の主

な要因は、四半期純損失2,773百万円によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.2％から30.3％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結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。）は、前連結会計年度末と

比較して1,499百万円（35.8％）増加し、5,683百万円となりました。 

  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） 

 営業活動の結果得られた資金は、3,349百万円（前年同期比320.8％増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純損失2,700百万円を計上した一方で、売上債権の減少4,868百万円、たな卸資産の減少1,149百万円

により資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、474百万円（前年同期比21.2％減）となりました。これは主に、定期預金の

払戻による収入が611百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出499百万円や定期預金の預入による支

出576百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、1,376百万円（前年同期比134.1％増）となりました。これは主に、長期借入

金による収入が1,965百万円、短期借入金による収入が683百万円（純額）あった一方で、長期借入金の返済によ

る支出3,548百万円や配当金の支払220百万円があったことによるものであります。  

  

  今後の経済動向につきましては、新興国の景気回復を牽引役として、緩やかに回復していくものと見込まれて

おりますが、デフレ圧力の高まりによる需要低迷や各国の景気対策効果の反動による二番底懸念などの不安材料

が見受けられることから、企業は設備投資に対して慎重な姿勢を続けることが予想されます。 

このような中で当社グループは、今後成長が見込まれる分野を含め、幅広い業種を対象に販売活動を行うと共

に、多様な市場ニーズに対応した製品や新しい加工技術を提案し販売の強化を図ってまいります。また、本格的

な市場回復が遅れているため、更なる原価低減に取り組むなど収益性の向上に努めてまいります。 

  

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

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



  

該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地たな卸を省略し、第２四半期連結会 

計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

②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。 

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 

  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重 

要なものに限定しております。  

  

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

  第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27 

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を 

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分に 

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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売上高は582百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ135百万円減少しております。  

  

 役員退職慰労引当金については、従来、連結子会社１社において計上しておりましたが、当該連結子会社開

催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労金制度を廃止したため、全額取崩して「長期未払金」へ振替

え、固定負債の「その他」に含めて表示しております。  

  

 当社グループの借入金に係る金融機関との契約には、財務制限条項が付されているものがあります。 

第２四半期連結会計期間末において、コミットメントライン契約につきまして、財務制限条項の一部に抵触

し、当連結会計年度末においても抵触するおそれがあります。 

 このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております

が、第２四半期連結会計期間末については期限の利益喪失請求権を放棄する旨の報告書を受領しており、当連

結会計年度末に向けても経営効率の改善と収益の回復を図る事業計画を策定し金融機関に説明し、現時点では

基本的な継続的支援体制に変化はなく、引き続き支援の具体的な内容について主要金融機関と協議をしており

ます。 

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

（４）追加情報

（５）会社の経営に重要な影響を及ぼす事象



５．四半期連結財務諸表 
（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 6,388 4,948

受取手形及び売掛金 4,632 9,501

商品及び製品 1,142 1,290

仕掛品 2,800 3,771

原材料及び貯蔵品 1,545 1,641

その他 492 1,025

貸倒引当金 △44 △37

流動資産合計 16,956 22,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,747 4,903

その他（純額） 5,733 5,906

有形固定資産合計 10,480 10,810

無形固定資産 65 75

投資その他の資産   

投資有価証券 449 370

その他 621 716

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,049 1,065

固定資産合計 11,596 11,951

資産合計 28,553 34,092

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,316 2,269

短期借入金 9,511 8,595

1年内返済予定の長期借入金 1,426 3,921

未払法人税等 33 106

賞与引当金 52 179

その他 990 1,180

流動負債合計 13,330 16,253

固定負債   

長期借入金 4,908 4,294

退職給付引当金 1,056 1,105

役員退職慰労引当金 － 24

その他 595 762

固定負債合計 6,560 6,186

負債合計 19,890 22,439



（単位：百万円）

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 4,880 4,880

利益剰余金 6,790 9,787

自己株式 △1,339 △1,319

株主資本合計 10,330 13,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66 19

為替換算調整勘定 △1,735 △1,714

評価・換算差額等合計 △1,668 △1,695

純資産合計 8,662 11,652

負債純資産合計 28,553 34,092



（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 19,142 8,087

売上原価 14,084 7,532

売上総利益 5,058 554

販売費及び一般管理費 4,381 3,024

営業利益又は営業損失（△） 677 △2,469

営業外収益   

受取利息 13 2

受取配当金 7 4

物品売却益 26 4

助成金収入 － 20

その他 35 62

営業外収益合計 82 95

営業外費用   

支払利息 286 255

為替差損 608 2

その他 94 75

営業外費用合計 989 332

経常損失（△） △229 △2,707

特別利益   

固定資産売却益 5 11

貸倒引当金戻入額 1 1

特別利益合計 6 13

特別損失   

投資有価証券評価損 29 －

特別退職金 － 6

特別損失合計 29 6

税金等調整前四半期純損失（△） △252 △2,700

法人税、住民税及び事業税 120 17

法人税等調整額 242 55

法人税等合計 362 73

四半期純損失（△） △615 △2,773



（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) 

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（△） △252 △2,700

減価償却費 861 835

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △167 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △251 △127

受取利息及び受取配当金 △20 △7

支払利息 286 255

為替差損益（△は益） 675 △10

投資有価証券評価損益（△は益） 29 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,058 4,868

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,452 1,149

その他の資産の増減額（△は増加） △272 △43

仕入債務の増減額（△は減少） △33 △923

長期未払金の増減額（△は減少） 130 8

その他の負債の増減額（△は減少） △391 △164

その他 47 △4

小計 2,247 3,111

利息及び配当金の受取額 22 7

利息の支払額 △256 △243

法人税等の支払額 △1,216 △96

法人税等の還付額 － 570

営業活動によるキャッシュ・フロー 796 3,349

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 △364 △576

定期預金の払戻による収入 614 611

有形固定資産の取得による支出 △816 △499

その他 △35 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △601 △474

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） 934 683

長期借入れによる収入 300 1,965

長期借入金の返済による支出 △1,071 △3,548

リース債務の返済による支出 △247 △220

配当金の支払額 △452 △220

その他 △50 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △587 △1,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △234 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627 1,499

現金及び現金同等物の期首残高 4,447 4,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,820 5,683



 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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