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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第68期

第３四半期連結
累計期間

第68期
第３四半期連結
会計期間

第67期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 39,783,75115,810,27162,918,838

経常利益（千円） 756,273 393,9212,030,400

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（千円） △104,155 229,9111,206,648

純資産額（千円） － 37,002,69738,139,773

総資産額（千円） － 68,203,42271,467,841

１株当たり純資産額（円） － 879.25 909.52

１株当たり四半期（当期）純利益又は四半期純損失金額（円） △2.51 5.54 29.08

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 53.48 52.80

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
6,161,895 － △2,460,525

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,682,127 － △1,658,212

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△319,620 － △490,311

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 6,970,4914,838,583

従業員数（人） － 1,874 1,785

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,874

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外からの出向者を含む。）で

あり、臨時従業員数は10％未満のため記載を省略しております。

(2）提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,512

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数

は10％未満のため記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

輸送機器関連事業 7,732,736

電気機器関連事業 6,014,602

住設環境関連事業 742,409

合計 14,489,749

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

輸送機器関連事業 6,338,89018,084,607

電気機器関連事業 9,317,29710,362,517

住設環境関連事業 703,593 604,254

合計 16,359,78129,051,378

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

輸送機器関連事業 8,211,115

電気機器関連事業 6,968,164

住設環境関連事業 630,991

合計 15,810,271

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

（1）業績の状況

当第３四半期における国内外の経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融危機や急激な円高・

株安の影響を受け企業業績が悪化するなど、大幅な景気後退の状況となりました。

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。

輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両機器、航空機シートの両部門ともに減少したことにより、8,211百万

円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明部門および子会社のミナモト通信㈱は増加したものの、情報システム、交

通システム両部門が減少したため、6,968百万円となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器部門は増加したものの、環境システム部門が減少したことにより、

630百万円となりました。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高につきましては、15,810百万円となりました。

損益につきましては、コスト低減の効果に加え、子会社の業績改善もあり、営業利益は665百万円、経常利益は393

百万円、四半期純利益は229百万円となりました。

 

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本の売上高は14,192百万円、営業利益は877百万円となりました。その他の地域の売上高は1,617百万円、営業利

益は299百万円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間

末に比べ419百万円増加し、当四半期連結会計期間末には6,970百万円となりました。

 

　当第３四半期連結会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つぎのとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は213百万円となりました。これは主に「仕入債務の減少」2,651百万円などの増加

に対し、「売上債権の増加」△2,966百万円などによるものです。

 

（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782百万円となりました。これは主に「有価証券の売却による収入」1,040百万円

（取得による支出と相殺後）などによるものです。

 

（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41百万円となりました。これは主に「短期借入金・長期借入金の返済」29百万円

（借入による収入と相殺後）などによるものです。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、184百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1)主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月２日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 41,587,061 41,587,061
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数1,000株

計 41,587,061 41,587,061 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 41,587 － 9,214,629 － 8,211,217

 

（５）【大株主の状況】

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 104,000 － 単元株式数1,000株 

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,202,000 41,201 同上

単元未満株式数 普通株式 281,061 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数  41,587,061 － －

総株主の議決権 － 41,201 －

 

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

小糸工業株式会社
神奈川県横浜市戸塚区

前田町100
104,000 － 104,000 0.25

計 － 104,000 － 104,000 0.25

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当会社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。な

お、当該株式数は、上記「発行株式数」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 383 369 390 406 387 375 345 280 267

最低（円） 292 340 350 341 352 324 224 248 228

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、公認会計士　水野刀治氏、公認会計士　櫻井欣吾氏、公認会計士　長澤明郎氏による四半期レ

ビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,541,449 4,004,898

受取手形 2,121,657 2,872,192

売掛金 16,271,920 25,773,375

有価証券 4,277,100 3,479,381

製品 4,467,816 3,261,550

原材料 4,029,975 1,574,104

仕掛品 7,197,627 8,350,411

繰延税金資産 1,192,536 1,073,795

その他 2,119,841 260,566

貸倒引当金 △611,542 △22,146

流動資産合計 46,608,382 50,628,129

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,895,302 5,065,742

構築物（純額） 59,878 66,188

機械装置及び運搬具（純額） 505,650 574,150

工具、器具及び備品（純額） 1,177,475 1,354,104

土地 3,059,209 3,058,767

建設仮勘定 32,748 －

有形固定資産合計 ※1
 9,730,264

※1
 10,118,952

無形固定資産

電話加入権 27,082 27,154

その他 385,068 360,277

無形固定資産合計 412,151 387,432

投資その他の資産

投資有価証券 5,564,838 5,446,209

繰延税金資産 5,041,037 4,111,625

その他 870,793 797,961

貸倒引当金 △24,045 △22,470

投資その他の資産合計 11,452,623 10,333,326

固定資産合計 21,595,039 20,839,711

資産合計 68,203,422 71,467,841
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,018,295 959,944

買掛金 12,459,645 14,037,753

短期借入金 1,300,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 16,360 10,000

未払金 144,274 1,260,202

未払費用 2,512,010 2,230,634

未払法人税等 64,512 124,631

前受金 1,510,178 821,036

賞与引当金 917,804 862,334

役員賞与引当金 20,500 41,300

設備関係支払手形 25,084 11,863

その他 227,154 270,431

流動負債合計 20,215,820 21,930,132

固定負債

長期借入金 2,227,934 2,333,619

退職給付引当金 8,397,549 8,722,537

役員退職慰労引当金 285,972 268,027

長期預り保証金 73,449 73,752

固定負債合計 10,984,904 11,397,935

負債合計 31,200,725 33,328,068

純資産の部

株主資本

資本金 9,214,629 9,214,629

資本剰余金 8,211,217 8,211,354

利益剰余金 19,433,832 19,730,932

自己株式 △41,553 △39,920

株主資本合計 36,818,125 37,116,995

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △319,323 578,488

為替換算調整勘定 △24,795 39,858

評価・換算差額等合計 △344,119 618,347

少数株主持分 528,690 404,430

純資産合計 37,002,697 38,139,773

負債純資産合計 68,203,422 71,467,841
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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）

当第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)

売上高 39,783,751

売上原価 33,652,236

売上総利益 6,131,515

販売費及び一般管理費 ※1
 5,405,113

営業利益 726,401

営業外収益

受取利息 182,020

受取配当金 39,619

持分法による投資利益 16,673

雑収入 191,766

営業外収益合計 430,080

営業外費用

支払利息 48,715

為替差損 315,302

雑損失 36,190

営業外費用合計 400,208

経常利益 756,273

特別利益

投資有価証券売却益 98,360

特別利益合計 98,360

特別損失

固定資産除却損 6,126

貸倒引当金繰入額 600,000

有価証券売却損 457,134

損害賠償金 3,655

特別損失合計 1,066,916

税金等調整前四半期純損失（△） △212,283

法人税等 ※2
 △263,818

少数株主利益 155,690

四半期純損失（△） △104,155
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 15,810,271

売上原価 13,157,648

売上総利益 2,652,623

販売費及び一般管理費 ※1
 1,987,019

営業利益 665,603

営業外収益

受取利息 55,633

受取配当金 16,811

持分法による投資利益 2,404

雑収入 54,826

営業外収益合計 129,676

営業外費用

支払利息 16,721

為替差損 362,134

雑損失 22,502

営業外費用合計 401,358

経常利益 393,921

特別利益

有価証券評価損戻入益 42,864

特別利益合計 42,864

特別損失

固定資産除却損 1,933

特別損失合計 1,933

税金等調整前四半期純利益 434,852

法人税等 ※2
 140,396

少数株主利益 64,545

四半期純利益 229,911
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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）

当第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)

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（△） △212,283

減価償却費 1,095,353

貸倒引当金の増減額（△は減少） 590,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307,043

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,670

受取利息及び受取配当金 △221,640

持分法による投資損益（△は益） △16,673

有価証券売却損益（△は益） 458,378

投資有価証券売却損益（△は益） △109,374

売上債権の増減額（△は増加） 10,778,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,589,442

仕入債務の増減額（△は減少） △1,352,893

前払費用の増減額（△は増加） △1,136,028

未払金の増減額（△は減少） △948,829

その他 254,421

小計 6,318,163

利息及び配当金の受取額 221,640

利息の支払額 △48,715

法人税等の支払額 △329,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,161,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △3,982,168

有価証券の売却による収入 4,333,465

有形固定資産の取得による支出 △657,349

投資有価証券の取得による支出 △3,227,594

投資有価証券の売却による収入 102,820

その他 △251,299

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,682,127

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 200,000

短期借入金の返済による支出 △223,110

長期借入金の返済による支出 △76,215

配当金の支払額 △218,066

その他 △2,228

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,620

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,131,907

現金及び現金同等物の期首残高 4,838,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,970,491
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【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】

 
当第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）

会計処理基準に関する事項の

変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法）により算定しております。

なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 （2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しており

ます。

なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 

【追加情報】

当第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）

当社グループ保有債券について価値下落及び回収不能の可能性があることから、特別損失に貸倒引当金繰入額を計上

しております。
 

貸倒引当金繰入額    600,000千円
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は19,691,020千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は18,776,989千円で

あります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第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）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当・賞与 2,083,232千円

賞与引当金繰入額

荷造・運送費

313,231

521,857

※２．税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、税金費用については法人税等調整額を含めた金

額を一括掲記しております。

３．当社グループは連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当・賞与 931,368千円

荷造・運送費 183,936

※２．税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、税金費用については法人税等調整額を含めた金

額を一括掲記しております。

３．当社グループは連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第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）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 5,541,449

預入期間が３ヶ月超える定期預金 △67,759

有価証券 4,277,100

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △2,780,299

現金及び現金同等物 6,970,491
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 41,587千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 104千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 207,446利益剰余金 5 平成20年３月31日平成20年６月25日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
輸送機器関
連事業
（千円）

電気機器関
連事業
（千円）

住設環境関
連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 8,211,1156,968,164630,99115,810,271 － 15,810,271

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
722,796167,633 － 890,429(890,429) －

計 8,933,9117,135,798630,99116,700,701(890,429)15,810,271

営業損益 861,674304,63511,0401,177,351(511,747)665,603

 

当第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）

 
輸送機器関
連事業
（千円）

電気機器関
連事業
（千円）

住設環境関
連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 25,293,40212,578,3251,912,02239,783,751 － 39,783,751

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,276,650351,315 － 2,627,966(2,627,966)－

計 27,570,05312,929,6411,912,02242,411,718(2,627,966)39,783,751

営業損益 2,221,027143,40363,4252,427,856(1,701,454)726,401

　（注）１．事業区分は、内部管理上の集計区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）輸送機器関連事業……鉄道車両用照明・制御機器、モニターシステム、情報表示システム、鉄道車両用シー

ト、航空機用シート

(2）電気機器関連事業……道路照明、トンネル照明、道路情報表示システム、トンネル非常警報システム、交通

管理システム、交通信号機器、各種工事

(3）住設環境関連事業……浴室換気暖房乾燥機、自動洗面器、ハンドドライヤー、ベビーシート、バイオ関連シ

ステム、空気調和設備、各種工事
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【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

日本
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 14,192,6131,617,65815,810,271 － 15,810,271

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
257,774 23,123 280,898(280,898) －

計 14,450,388
1,640,781　　　　　

　　　　
16,091,169(280,898)15,810,271

営業損益 877,530 299,8211,177,351(511,747)665,603

 

　当第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）

日本
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 35,644,2224,139,52939,783,751 － 39,783,751

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
916,147 55,719 971,866(971,866) －

計 36,560,369
4,195,248　　　　　

　　　　
40,755,617(971,866)39,783,751

営業損益 1,668,838759,0172,427,856(1,701,454)726,401

　（注）その他の地域は米国、中国であります。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,459,347 943,553 101,772 2,504,673

Ⅱ　連結売上高（千円）    15,810,271

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
9.2 6.0 0.6 15.8

 

当第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）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,046,0852,484,722 853,091 7,383,899

Ⅱ　連結売上高（千円）    39,783,751

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.2 6.2 2.1 18.6

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米　：米国

アジア：台湾、中国、タイ、その他

欧州　：英国、ドイツ、オランダ、その他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 879.25円 １株当たり純資産額 909.52円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 2.51円 １株当たり四半期純利益金額 5.54円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（千円） － 229,911

四半期純損失（千円） 104,155 －

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） － 229,911

普通株式に係る四半期純損失（千円） 104,155 －

期中平均株式数（千株） 41,485 41,485

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成21年１月26日 

 

小糸工業株式会社   

 取締役会 御中  

 

   公認会計士水野刀治事務所

   公認会計士 水野　刀治　　印

 

   公認会計士櫻井欣吾事務所

   公認会計士 櫻井　欣吾　　印

 

   公認会計士長澤明郎事務所

   公認会計士 長澤　明郎　　印

 

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小糸工業株式会社の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続きにより行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小糸工業株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　会社と私たちの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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