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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 21,055 18.2 1,484 ― 1,456 ― 788 ―

22年3月期第3四半期 17,810 △30.7 76 △90.6 112 △86.9 △83 ―

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 39.38 ―

22年3月期第3四半期 △4.15 ―

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 26,328 19,272 70.8 931.61
22年3月期 26,145 18,889 70.0 914.18

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  18,646百万円 22年3月期  18,297百万円

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 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 26,600 6.7 1,500 283.4 1,500 228.7 700 233.7 34.97



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、今後
様々な要因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「その他の情報」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 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  20,111,598株 22年3月期  20,111,598株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  96,651株 22年3月期  96,294株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  20,015,089株 22年3月期3Q  20,015,673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、企業収益の改善を背景に、景気に持ち直しの兆し

が見られたものの、雇用・所得環境が厳しい状況であり、さらに、経済対策の縮小や世界的な景気減速

懸念により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、自動車生産台数の増加や

家電需要の回復等を受け、売上高21,055百万円(前年同四半期比3,245百万円 18.2％増加)、営業利益

1,484百万円(前年同四半期比1,408百万円 1,849.6％増加)、経常利益1,456百万円(前年同四半期比

1,343百万円 1,194.0％増加)、四半期純利益788百万円(前年同四半期は四半期純損失83百万円)となり

ました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加し、26,328百万円

となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が385百万円増加したこと、棚卸資産が220百万円

増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ199百万円減少し、7,056百万円となりました。これは主として、長

期借入金が300百万円増加したこと、退職給付引当金が183百万円増加したこと、短期借入金が800百万

円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ382百万円増加し、19,272百万円となりました。これは主とし

て、利益剰余金が668百万円増加したこと、為替換算調整勘定が326百万円減少したことによるものであ

ります。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結累計期間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

に比べ109百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には5,545百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動の結果得られた資金は、1,781百万円(前年同四半期比76.2％増加)となりました。収入の主

な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,299百万円、減価償却費1,096百万円であり、支出の主な内訳

は、売上債権の増加額489百万円、たな卸資産の増加額272百万円等であります。 

投資活動の結果支出した資金は、1,145百万円(前年同四半期比15.8％減少)となりました。支出の主

な内訳は、定期預金の預入による支出609百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出727百万円等

であります。 

財務活動の結果支出した資金は、620百万円(前年同四半期比1,404.5％増加)となりました。収入の主

な内訳は、短期借入れによる収入850百万円、長期借入れによる収入300百万円であり、支出の主な内訳

は、短期借入金の返済による支出1,650百万円等であります。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月29日に公表いたしました連結業績予想

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。 

  

①簡便な会計処理 

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。 

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。 

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。 

②特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

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利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前四

半期純利益は15百万円それぞれ減少しております。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18百万円であります。 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく「財務

諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日  内閣府令第5号)の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

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 7,134 7,018

受取手形及び売掛金 6,558 6,173

商品及び製品 1,238 1,097

仕掛品 229 182

原材料及び貯蔵品 779 746

繰延税金資産 90 152

その他 270 274

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 16,295 15,640

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,833 7,984

減価償却累計額 △4,878 △4,770

建物及び構築物（純額） 2,954 3,214

機械装置及び運搬具 17,087 17,764

減価償却累計額 △14,889 △14,999

機械装置及び運搬具（純額） 2,198 2,764

工具、器具及び備品 5,980 5,924

減価償却累計額 △5,584 △5,417

工具、器具及び備品（純額） 396 506

土地 1,600 1,612

建設仮勘定 734 399

有形固定資産合計 7,884 8,497

無形固定資産 202 236

投資その他の資産

投資有価証券 1,455 1,305

繰延税金資産 270 224

その他 230 248

貸倒引当金 △10 △7

投資その他の資産合計 1,946 1,770

固定資産合計 10,032 10,504

資産合計 26,328 26,145
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,745 2,619

短期借入金 850 1,650

未払金 1,063 1,075

未払法人税等 188 172

賞与引当金 88 208

役員賞与引当金 0 1

その他 133 42

流動負債合計 5,070 5,769

固定負債

長期借入金 450 150

退職給付引当金 1,224 1,041

資産除去債務 18 －

繰延税金負債 10 9

その他 281 285

固定負債合計 1,985 1,486

負債合計 7,056 7,255

純資産の部

株主資本

資本金 4,149 4,149

資本剰余金 3,900 3,900

利益剰余金 11,961 11,293

自己株式 △51 △51

株主資本合計 19,960 19,292

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 181 173

為替換算調整勘定 △1,495 △1,168

評価・換算差額等合計 △1,314 △994

少数株主持分 626 592

純資産合計 19,272 18,889

負債純資産合計 26,328 26,145
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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：百万円）

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 17,810 21,055

売上原価 14,757 16,534

売上総利益 3,053 4,521

販売費及び一般管理費 2,977 3,037

営業利益 76 1,484

営業外収益

受取利息 18 19

受取配当金 21 21

不動産賃貸料 13 13

その他 55 37

営業外収益合計 108 91

営業外費用

支払利息 18 12

不動産賃貸原価 3 3

為替差損 43 88

その他 6 14

営業外費用合計 71 118

経常利益 112 1,456

特別利益

固定資産売却益 0 2

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 2

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 12 12

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 25 40

ゴルフ会員権評価損 0 5

仕入取引価格調整損 － 83

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15

特別損失合計 38 158

税金等調整前四半期純利益 76 1,299

法人税、住民税及び事業税 146 415

法人税等調整額 △49 12

法人税等合計 97 427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 871

少数株主利益 61 83

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83 788
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(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利益 76 1,299

減価償却費 1,274 1,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △39 △40

支払利息 18 12

為替差損益（△は益） 35 66

投資有価証券評価損益（△は益） 25 40

固定資産売却損益（△は益） 0 △1

固定資産除却損 12 12

仕入取引価格調整損 － 83

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15

売上債権の増減額（△は増加） △388 △489

たな卸資産の増減額（△は増加） 416 △272

仕入債務の増減額（△は減少） △486 175

その他 4 137

小計 934 2,138

利息及び配当金の受取額 37 41

利息の支払額 △4 △13

法人税等の支払額 42 △384

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,011 1,781

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 △609 △609

定期預金の払戻による収入 1 369

有形及び無形固定資産の取得による支出 △743 △727

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 2

投資有価証券の取得による支出 △6 △280

投資有価証券の売却による収入 － 2

投資有価証券の償還による収入 － 100

その他 △3 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,361 △1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 74 850

短期借入金の返済による支出 △74 △1,650

長期借入れによる収入 150 300

長期借入金の返済による支出 △150 －

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △39 △120

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △41 △620

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 △124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425 △109

現金及び現金同等物の期首残高 4,910 5,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,484 5,545
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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