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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 8,157 △28.6 102 △84.1 205 △70.5 127 △64.3

21年3月期第3四半期 11,431 ― 644 ― 696 ― 357 ―

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 9.08 ―

21年3月期第3四半期 25.38 25.36

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 22,235 14,057 63.2 1,000.26
21年3月期 24,286 13,652 56.2 971.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,057百万円 21年3月期  13,652百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 13,200 △19.3 360 △56.9 400 △55.8 210 △53.3 14.94
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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、5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） 

[（注） 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。] 

(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見通し等の将来に関する記述は、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、実際の実績等は、様々な要因
により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、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
下さい。 

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 15,160,000株 21年3月期  15,160,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,106,144株 21年3月期  1,103,993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 14,054,868株 21年3月期第3四半期 14,094,533株
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当第３四半期におけるわが国経済は、国内外の経済対策効果によって、輸出や生産に改善の動きが見

られ、景気は持ち直しの傾向が見られますものの、設備投資の抑制や円高基調は続き、経済活動は依然

として低水準で推移するという経過を辿りました。  

この様な情勢の中で、当社グループは新商品の開発、提案型営業の積極的展開、品質ならびに生産性

の向上、さらにはコストダウンや徹底した経費削減に全社を挙げて努力してまいりました。その結果、

当社グループの連結業績は、輸出の減少に加え、設備投資圧縮の影響を受け、受注高は99億1千3百万円

（前年同期比14.4%減）、売上高は81億5千7百万円（前年同期比28.6%減）となりました。また、損益に

つきましては、経常利益は2億5百万円（前年同期比70.5%減）、四半期純利益は1億2千7百万円（前年同

期比64.3%減）となりました。 

各部門別の概況は次のとおりであります。 
  
[搬送機械部門] 

搬送機械部門では、既存顧客からのリピート受注、小型自動倉庫や製造業の生産・物流分野などに、

ピッキングシステムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも

注力し、拡販を図ってまいりました。しかしながら、実体経済の悪化に伴う設備投資抑制の影響を受け

るなど、厳しい状況で推移しました。その結果、受注高は42億9千万円（前年同期比13.6%減）、売上高

は36億7千4百万円（前年同期比28.9%減）となりました。 
  

[産業機械部門] 

産業機械部門では、民間需要の掘り起こしや既存市場におけるシェアアップに注力いたしました。そ

の結果、ゲート市場向けアクチュエータが比較的堅調に推移し、受注高は41億6千2百万円（前年同期比

5.2%増）となりましたが、売上高は第4四半期への納期のずれ等により、30億8千8百万円（前年同期比

2.8%減）となりました。 
  

[精密機械部門] 

精密機械部門では、既存顧客の更新需要や新規商社の開拓に注力するとともに、放電機械は、新商品

を中心にＰＲを展開し、半導体やデジタル家電向け、工作機械は、光学・自動車・ＩＴ・エコ部品加工

市場などに拡販を行ってまいりました。しかしながら、円高に加え、世界的な需要の減退から、企業の

設備投資意欲は弱く低調に推移しました。その結果、受注高は12億6千5百万円（前年同期比45.3%

減）、売上高は11億5千6百万円（前年同期比57.8%減）となりました。  
  

[その他の部門] 

その他の部門では、営繕工事や駐車装置が減少し、受注高は1億9千5百万円（前年同期比42.1%減）、

売上高は2億3千7百万円（前年同期比32.5%減）となりました。 

  

(1)財政状態 

（資産） 

 当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より、20億5千1百万円減少し、222億3千5百万円と

なりました。その主な要因といたしましては、売上の回収により現金及び預金が3億8千3百万円、時価

が上がったことに伴い、投資有価証券が6億2千1百万円増加しましたが、売上高の減少によって受取手

形及び売掛金が23億6千5百万円、投資その他の資産のその他が長期性預金の解約などによって5億4千7

百万円減少したことなどによるものであります。 

・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
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（負債） 

負債の部では、前連結会計年度末より24億5千6百万円減少し、81億7千7百万円となりました。その主

な要因といたしましては、売上高の減少に伴う仕入の減少や決済によって支払手形及び買掛金が15億5

千3百万円、法人税の支払により未払法人税等が1億8千7百万円、設備の支払いなどにより未払金等が減

少したことで流動負債のその他が7億2千6百万円減少したことなどによるものであります。 

（純資産） 

純資産の部は、前連結会計年度末より4億5百万円増加し、140億5千7百万円となりました。その主な要

因といたしましては、利益剰余金が2千2百万円、その他有価証券評価差額金が時価評価により3億8千万

3百万円増加したことによるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における連結ベースの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5億2千3百万円増加し、34億1千6百万円となりました。 

 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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は6億2千4百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少14億8千8

百万円や未払費用の減少2億9千6百万円がありましたものの、売上債権の減少23億6千6百万円の収入が

あっ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、増加した資金は0百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

4億3千6百万円や定期預金の預入れによる支出6千万円がありましたものの、定期預金の払出しによる収

入5億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、減少した資金は1億円となりました。これは主に、配当金の支払9千9百万円を行った

ことによるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成21年10月14日発表の数値から変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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つきましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

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。 

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。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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に著しい変化が

なく、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。 

  

    「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）を当第１四半期連結会

計期間より適用しております。これによる影響はありません。 

  

   

   

  

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 3,576,841 3,192,926

受取手形及び売掛金 4,399,579 6,764,880

仕掛品 1,221,511 1,079,387

原材料及び貯蔵品 1,105,306 1,071,123

その他 189,445 247,198

貸倒引当金 △24,859 △21,059

流動資産合計 10,467,825 12,334,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,104,557 3,215,675

土地 5,115,014 5,115,014

その他（純額） 630,000 774,653

有形固定資産合計 8,849,573 9,105,343

無形固定資産 22,768 26,580

投資その他の資産   

投資有価証券 2,058,791 1,437,508

その他 891,092 1,438,768

貸倒引当金 △55,000 △56,200

投資その他の資産合計 2,894,883 2,820,077

固定資産合計 11,767,225 11,952,002

資産合計 22,235,051 24,286,457
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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 2,929,538 4,482,868

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 11,298 199,162

その他 853,029 1,579,683

流動負債合計 4,414,115 6,881,963

固定負債   

長期借入金 336,000 336,000

再評価に係る繰延税金負債 1,989,538 1,989,538

退職給付引当金 1,123,035 1,096,991

役員退職慰労引当金 157,811 153,814

その他 157,008 176,044

固定負債合計 3,763,393 3,752,388

負債合計 8,177,509 10,634,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,658,400 2,658,400

資本剰余金 2,502,759 2,502,759

利益剰余金 5,689,752 5,667,550

自己株式 △290,360 △289,713

株主資本合計 10,560,551 10,538,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 595,743 211,863

土地再評価差額金 2,901,245 2,901,245

評価・換算差額等合計 3,496,989 3,113,109

純資産合計 14,057,541 13,652,105

負債純資産合計 22,235,051 24,286,457
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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 11,431,901 8,157,183

売上原価 8,531,690 6,180,718

売上総利益 2,900,210 1,976,465

販売費及び一般管理費 2,255,949 1,874,084

営業利益 644,260 102,380

営業外収益   

受取利息 9,530 2,527

受取配当金 30,842 28,494

保険解約返戻金 13,708 45,373

助成金収入 － 27,773

その他 21,314 17,675

営業外収益合計 75,396 121,844

営業外費用   

支払利息 12,079 10,395

コミットメントフィー 7,841 3,548

その他 3,727 5,079

営業外費用合計 23,648 19,023

経常利益 696,008 205,201

特別利益   

固定資産売却益 31 －

貸倒引当金戻入額 － 754

特別利益合計 31 754

特別損失   

たな卸資産評価損 16,895 －

ゴルフ会員権評価損 29,690 －

固定資産除却損 578 545

その他 1,300 －

特別損失合計 48,463 545

税金等調整前四半期純利益 647,576 205,410

法人税、住民税及び事業税 118,409 33,852

法人税等調整額 171,438 43,940

法人税等合計 289,847 77,793

四半期純利益 357,729 127,616
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 647,576 205,410

減価償却費 310,806 291,413

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,684 △18,995

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,646 26,044

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △65,144 3,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,767 2,599

ゴルフ会員権評価損 29,690 －

受取利息及び受取配当金 △40,373 △31,022

支払利息 12,079 10,395

固定資産除却損 － 545

たな卸資産評価損 16,895 －

売上債権の増減額（△は増加） 119,176 2,366,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △920,612 △180,602

仕入債務の増減額（△は減少） △692,143 △1,488,664

未払金の増減額（△は減少） △8,004 △6,123

未払消費税等の増減額（△は減少） △474 △35,618

未払費用の増減額（△は減少） △418,282 △296,452

前受金の増減額（△は減少） △43,052 △107,328

長期未払金の増減額（△は減少） △31,078 △18,282

その他 79,938 62,976

小計 △1,044,565 786,734

利息及び配当金の受取額 40,373 31,022

利息の支払額 △11,750 △10,144

法人税等の支払額 △536,620 △183,557

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,552,563 624,054

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 － △60,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △636,400 △436,335

有形固定資産の売却による収入 950 －

投資有価証券の取得による支出 △46,431 △1,103

貸付けによる支出 － △300

貸付金の回収による収入 3,744 501

その他 △14,688 △2,341

投資活動によるキャッシュ・フロー △692,826 420

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 20,916 －

自己株式の取得による支出 △56,993 △646

配当金の支払額 △188,815 △99,913

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,893 △100,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,470,283 523,914

現金及び現金同等物の期首残高 4,281,952 2,892,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,811,669 3,416,841
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  該当事項はありません。 

  

１．事業の種類別セグメント情報 

事業の種別として「産業機械関連事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、当第３四半期

連結累計期間及び前第３四半期連結累計期間につきましては、全セグメントの売上高の合計、営業利益

の金額の合計額に占める「産業機械関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。 
  

２．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 
  

３．海外売上高 

前第３四半期連結累計期間（平成20年4月１日～平成20年12月31日） 

（単位：千円）   

 
    （注）1.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

            2.各区分に属する主な国または地域 

アジア: 東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国及び米国 

            3.海外売上高は、当社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日） 

（単位：千円）   

 
    （注）1.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

            2.各区分に属する主な国または地域 

アジア: 東アジア及び東南アジア諸国 

欧 米：ヨーロッパ諸国及び米国 

              3.海外売上高は、当社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 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) セグメント情報

アジア 欧米 計

Ⅰ 海外売上高 1,243,265 9,060 1,252,325

Ⅱ 連結売上高 ― ― 11,431,901

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.9 0.1 11.0

アジア 欧米 計

Ⅰ 海外売上高 415,781 4,287 420,068

Ⅱ 連結売上高 ― ― 8,157,183

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

5.1 0.0 5.1

(6) 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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