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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,795 △23.0 △54 ― △38 ― △45 ―

21年3月期第3四半期 2,331 ― 41 ― 35 ― 59 ―

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 △7.60 ―

21年3月期第3四半期 9.92 ―

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 2,774 1,154 41.6 192.38
21年3月期 2,815 1,284 45.6 214.04

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,154百万円 21年3月期  1,284百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 2,570 △13.6 100 228.9 100 250.9 85 ― 14.17



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 6,000,000株 21年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  60株 21年3月期  60株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 5,999,940株 21年3月期第3四半期 5,999,940株

※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．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



 当第３四半期累計期間における当社の主要取引先であります国内製造業は、輸出、生産の増加など持ち直しの傾向

にありました。このような状況のもと当第３四半期の受注は前年同四半期並み（前年同四半期比 1.2％増）に回復し

てきており、４月の最悪値の前年同月比約37％減と比べ大きく改善され、今後も改善傾向は継続するものと考えてお

ります。活動状況は受注増進プロジェクト活動に継続して取組み売上高の確保を目指すとともに、損益分岐点売上高

の低減活動を徹底するなど、収益性改善に注力してまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,795百万円となりました。利益面では、厳しい経済環境にあった第

１四半期、第２四半期の影響と第３四半期に取組んだ新規大口ジョブの立ち上げ活動費の費用増加により、営業損失

54百万円、経常損失38百万円、四半期純損失は45百万円となりました。  

  

（１）財政状況 

当四半期会計期間末における総資産は、2,774百万円となり、前期末に比べ41百万円減少となりました。その

主な要因は、売上債権の回収促進等による受取手形及び売掛金の減少42百万円等によるものであります。 

なお、純資産は1,154百万円となり、自己資本比率は41.6％（前期末は45.6％）となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は266百万円となり、前期末と比べ61百万円の増加と

なりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失45百万円、減価償却費の計上127百万円、回収促

進等による売上債権の減少39百万円、仕入債務の増加88百万円等により、210百万円のキャッシュの増加となり

ました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、省力化投資による固定資産の取得による支出はあったものの、投資活

動の抑制の結果、５百万円のキャッシュの減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出60百万円、配当金の支払83百万円によ

り、143百万円のキャッシュの減少となりました。 

 通期の業績予想につきましては、当社の事業の特性上、期末に売上が集中する傾向にあり、第４四半期の業績の大

幅な伸長を予測しており、平成21年11月６日に公表した業績予想を達成できるものと考えております。  

  

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、当第３四半期会計期間を含む事業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。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 266,061 204,213

受取手形及び売掛金 507,156 549,774

商品及び製品 93,073 68,651

仕掛品 14,493 8,113

原材料 51,726 53,498

その他 20,272 14,981

貸倒引当金 △509 △428

流動資産合計 952,274 898,805

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,534,867 1,540,602

減価償却累計額 △958,400 △935,838

建物（純額） 576,466 604,763

構築物 115,188 115,508

減価償却累計額 △82,111 △80,481

構築物（純額） 33,076 35,026

機械及び装置 1,850,058 1,819,304

減価償却累計額 △1,632,019 △1,604,824

機械及び装置（純額） 218,038 214,479

車両運搬具 4,115 4,435

減価償却累計額 △4,008 △4,285

車両運搬具（純額） 107 150

工具、器具及び備品 320,181 333,328

減価償却累計額 △280,067 △276,861

工具、器具及び備品（純額） 40,113 56,467

土地 881,366 881,366

有形固定資産合計 1,749,169 1,792,253

無形固定資産   

ソフトウエア 36,005 69,688

その他 3,913 13,444

無形固定資産合計 39,919 83,133

投資その他の資産   

投資有価証券 16,220 16,514

その他 18,391 26,656

貸倒引当金 △1,787 △1,807

投資その他の資産合計 32,823 41,363

固定資産合計 1,821,911 1,916,750

資産合計 2,774,185 2,815,555



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 388,632 299,697

短期借入金 60,000 75,000

関係会社短期借入金 100,348 100,611

未払法人税等 1,322 3,871

賞与引当金 － 23,892

役員賞与引当金 850 2,112

その他 126,020 63,462

流動負債合計 677,174 568,648

固定負債   

長期借入金 20,000 65,000

繰延税金負債 308,268 309,982

退職給付引当金 590,468 559,886

その他 23,994 27,806

固定負債合計 942,731 962,674

負債合計 1,619,905 1,531,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 585,018 714,589

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,157,049 1,286,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,769 △2,387

評価・換算差額等合計 △2,769 △2,387

純資産合計 1,154,280 1,284,232

負債純資産合計 2,774,185 2,815,555



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 2,331,261 1,795,042

売上原価 1,478,760 1,191,186

売上総利益 852,500 603,856

販売費及び一般管理費 810,914 658,239

営業利益又は営業損失（△） 41,585 △54,383

営業外収益   

受取利息 36 7

受取配当金 453 378

受取手数料 1,305 855

助成金収入 － 17,365

その他 857 1,693

営業外収益合計 2,652 20,299

営業外費用   

支払利息 3,019 1,848

為替差損 4,869 1,452

その他 773 851

営業外費用合計 8,662 4,152

経常利益又は経常損失（△） 35,575 △38,236

特別利益   

固定資産売却益 27,298 1

特別利益合計 27,298 1

特別損失   

固定資産処分損 1,838 7,584

特別損失合計 1,838 7,584

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 61,035 △45,819

法人税、住民税及び事業税 1,534 1,351

法人税等調整額 － △1,599

法人税等合計 1,534 △248

四半期純利益又は四半期純損失（△） 59,500 △45,571



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 719,192 650,870

売上原価 457,999 436,689

売上総利益 261,192 214,181

販売費及び一般管理費 270,656 214,228

営業損失（△） △9,463 △46

営業外収益   

受取配当金 287 137

受取手数料 430 287

助成金収入 － 1,360

その他 74 28

営業外収益合計 792 1,813

営業外費用   

支払利息 973 540

為替差損 5,884 223

その他 260 215

営業外費用合計 7,117 979

経常利益又は経常損失（△） △15,788 787

特別利益   

固定資産売却益 27,298 －

特別利益合計 27,298 －

特別損失   

固定資産処分損 1,808 897

特別損失合計 1,808 897

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,700 △110

法人税、住民税及び事業税 519 432

法人税等調整額 － △754

法人税等合計 519 △321

四半期純利益 9,180 211



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

61,035 △45,819

減価償却費 151,733 127,991

固定資産売却損益（△は益） △27,298 △1

固定資産処分損益（△は益） 1,838 7,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） 154 61

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,131 △23,892

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,902 △1,262

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,734 30,582

受取利息及び受取配当金 △489 △385

支払利息 3,019 1,848

売上債権の増減額（△は増加） 133,733 39,484

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,673 △29,029

仕入債務の増減額（△は減少） 22,534 88,947

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,377 △9,274

その他 △30,984 28,067

小計 270,804 214,903

利息及び配当金の受取額 489 385

利息の支払額 △2,730 △1,658

法人税等の支払額 △1,987 △2,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,575 210,641

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 △45,446 △10,072

有形固定資産の売却による収入 4,100 532

無形固定資産の取得による支出 △12,015 △1,850

投資有価証券の取得による支出 △80 △87

その他 △4,289 6,188

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,732 △5,288

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） 50,119 △262

長期借入金の返済による支出 △90,000 △60,000

配当金の支払額 △106,577 △83,242

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,457 △143,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,386 61,847

現金及び現金同等物の期首残高 267,196 204,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 329,582 266,061



 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



該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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