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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69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69期
第３四半期連結
会計期間

第68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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 39,783,75131,115,26815,810,27112,145,20961,476,038

経常利益（千円）（△は損失） 756,273△1,702,160393,921△695,3862,532,606

四半期（当期）純利益（千円）

（△は損失）　
△104,155△2,353,379229,911△1,471,537909,852

純資産額（千円） － － 37,002,69735,590,80837,800,405

総資産額（千円） － － 68,203,42265,355,27870,247,538

１株当たり純資産額（円） － － 879.25 840.59 896.27

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）（△は損失）
△2.51 △56.74 5.54 △35.48 21.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（純損失）金額

（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － 53.48 53.35 52.92

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
6,161,895536,421 － － 6,455,441

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,682,127525,175 － － △3,159,781

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△319,620△266,728 － － △350,623

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 6,970,4918,560,6067,798,371

従業員数（人） － － 1,874 1,945 1,881

　（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（純損失）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21年12月31日現在

従業員数（人） 1,945

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

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。

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,574

　（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。

 

EDINET提出書類

小糸工業株式会社(E01970)

四半期報告書

 3/25



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） 前年同四半期比（％）

輸送機器関連事業 6,661,399 86.1

電気機器関連事業 5,806,738 96.5

住設環境関連事業 541,700 73.0

合計 13,009,837 89.8

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

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） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

輸送機器関連事業 6,429,030 101.4 19,291,694 106.7

電気機器関連事業 11,048,506 118.6 14,889,538 143.7

住設環境関連事業 655,390 93.1 437,132 72.3

合計 18,132,927 110.8 34,618,365 119.2

　（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） 前年同四半期比（％）

輸送機器関連事業 5,814,898 70.8

電気機器関連事業 5,815,355 83.5

住設環境関連事業 514,955 81.6

合計 12,145,209 76.8

　（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。

 

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

３【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。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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３四半期連結会計期間における我が国の経済は、依然として企業業績が厳しい状況であり、その影響から民

間設備投資や雇用情勢等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

　

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、航空機シート部門において、昨年１月に発覚した耐火性に関する問題に関連

した売上が減少したことにより、前年同期比29.2％減の5,814百万円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明部門の減少により、前年同期比16.5％減の5,815百万円となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器部門の減少により、前年同期比18.4％減の514百万円となりました。

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、前年同期比23.2％減の12,145百万円となり

ました。

損益につきましては、営業損失は762百万円、経常損失は695百万円、四半期純損失は1,471百万円となりました。

 

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本の売上高は航空機シート部門の減少の影響により、前年同期比27.3％減の10,319百万円、営業損失は546百万

円となりました。その他の地域の売上高は前年同期比12.9％増の1,825百万円、営業利益は313百万円となりました。

　

（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3,879百万円減少し、当四半期連結会計期間末には8,560百万円となりました。 

　

　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3,648百万円（前年同四半期は213百万円の使用）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純損失2,350百万円、たな卸資産の増加1,396百万円などの減少によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は227百万円（前年同四半期は782百万円の増加）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130百万円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26百万円（前年同四半期は41百万円の使用）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出20百万円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、96百万円であります。

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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月28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21年10月１日～

平成21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21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21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 108,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,218,000 41,217 －

単元未満株式数 普通株式 261,061 －
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 － 41,217 －

 

②【自己株式等】

 平成21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
108,000 － 108,000 0.26

計 － 108,000 － 108,000 0.26

　（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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 260 255 376 418 415 413 365 271 310

最低（円） 232 232 247 320 370 362 266 230 234

　（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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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）及び前第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は公認会計士　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、また、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については明治監査法人

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 5,140,545 6,375,504

受取手形 2,123,829 3,240,727

売掛金 11,607,331 23,243,610

有価証券 3,897,464 2,727,213

製品 4,909,215 3,219,438

仕掛品 8,123,006 4,759,452

原材料及び貯蔵品 4,546,838 3,953,314

繰延税金資産 1,150,562 1,160,078

その他 1,937,659 468,800

貸倒引当金 △309,417 △314,988

流動資産合計 43,127,036 48,833,152

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,583,656 4,796,563

構築物（純額） 51,875 57,711

機械装置及び運搬具（純額） 580,608 596,284

工具、器具及び備品（純額） 1,058,933 1,297,789

土地 3,059,209 3,059,209

建設仮勘定 192,264 222,650

有形固定資産合計 ※1
 9,526,547

※1
 10,030,209

無形固定資産

電話加入権 27,010 27,082

その他 1,120,101 901,552

無形固定資産合計 1,147,111 928,635

投資その他の資産

投資有価証券 4,652,627 4,901,734

繰延税金資産 6,294,962 4,867,581

その他 634,084 716,815

貸倒引当金 △27,092 △30,590

投資その他の資産合計 11,554,582 10,455,541

固定資産合計 22,228,242 21,414,386

資産合計 65,355,278 70,247,538
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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 1,315,201 1,637,977

買掛金 10,117,047 13,596,891

短期借入金 1,315,000 1,315,659

未払金 149,029 197,570

未払費用 2,901,509 2,709,147

未払法人税等 157,940 102,112

前受金 1,992,211 876,663

賞与引当金 928,025 941,203

役員賞与引当金 3,000 －

その他 227,433 315,851

流動負債合計 19,106,399 21,693,076

固定負債

長期借入金 2,217,462 2,198,360

退職給付引当金 8,043,972 8,169,356

役員退職慰労引当金 323,012 310,010

長期預り保証金 71,042 73,576

その他 2,581 2,753

固定負債合計 10,658,070 10,754,057

負債合計 29,764,470 32,447,133

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 8,211,217

利益剰余金 17,871,692 20,432,789

自己株式 △42,271 △42,143

株主資本合計 35,255,267 37,816,493

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △363,043 △656,584

為替換算調整勘定 △25,426 17,387

評価・換算差額等合計 △388,469 △639,197

少数株主持分 724,010 623,108

純資産合計 35,590,808 37,800,405

負債純資産合計 65,355,278 70,247,538
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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 39,783,751 31,115,268

売上原価 33,652,236 28,141,440

売上総利益 6,131,515 2,973,828

販売費及び一般管理費 ※1
 5,405,113

※1
 4,550,582

営業利益又は営業損失（△） 726,401 △1,576,754

営業外収益

受取利息 182,020 91,030

受取配当金 39,619 35,209

持分法による投資利益 16,673 －

雑収入 191,766 97,835

営業外収益合計 430,080 224,075

営業外費用

支払利息 48,715 43,748

持分法による投資損失 － 154,696

為替差損 315,302 106,749

雑損失 36,190 44,286

営業外費用合計 400,208 349,480

経常利益又は経常損失（△） 756,273 △1,702,160

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 9,116

損害賠償金 3,655 1,705,445

投資有価証券評価損 － 56,936

貸倒引当金繰入額 600,000 －

有価証券売却損 457,134 －

特別損失合計 1,066,916 1,771,498

税金等調整前四半期純損失（△） △212,283 △3,473,658

法人税等 ※2
 △263,818

※2
 △1,326,655

少数株主利益 155,690 206,375

四半期純損失（△） △104,155 △2,353,379
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

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

売上高 15,810,271 12,145,209

売上原価 13,157,648 11,129,952

売上総利益 2,652,623 1,015,256

販売費及び一般管理費 ※1
 1,987,019

※1
 1,778,013

営業利益又は営業損失（△） 665,603 △762,756

営業外収益

受取利息 55,633 27,758

受取配当金 16,811 13,135

持分法による投資利益 2,404 －

雑収入 54,826 62,620

営業外収益合計 129,676 103,515

営業外費用

支払利息 16,721 14,257

為替差損 362,134 －

雑損失 22,502 21,887

営業外費用合計 401,358 36,145

経常利益又は経常損失（△） 393,921 △695,386

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 2,633

損害賠償金 － 1,634,861

投資有価証券評価損 － 17,697

特別損失合計 1,933 1,655,192

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

434,852 △2,350,579

法人税等 ※2
 140,396

※2
 △944,655

少数株主利益 64,545 65,613

四半期純利益又は四半期純損失（△） 229,911 △1,471,537
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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損失（△） △212,283 △3,473,658

減価償却費 1,095,353 1,153,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 590,698 △9,068

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307,043 △112,381

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,670 △10,178

受取利息及び受取配当金 △221,640 △126,239

持分法による投資損益（△は益） △16,673 154,696

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 13,780,684

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,589,442 △5,713,425

仕入債務の増減額（△は減少） △1,352,893 △3,718,201

前払費用の増減額（△は増加） △1,136,028 △834,842

未払金の増減額（△は減少） △948,829 △69,738

その他 254,421 108,748

小計 6,318,163 1,130,250

利息及び配当金の受取額 221,640 136,852

利息の支払額 △48,715 △33,504

法人税等の支払額 △329,193 △697,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,161,895 536,421

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 △1,395,754

有価証券の売却による収入 4,333,465 2,690,504

有形固定資産の取得による支出 △657,349 △523,313

投資有価証券の取得による支出 △3,227,594 △7,718

投資有価証券の売却による収入 102,820 8,320

その他 △251,299 △246,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,682,127 525,175

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 200,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △223,110 △119,059

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △76,215 △62,498

配当金の支払額 △218,066 △284,724

その他 △2,228 △446

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,620 △266,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,239 △32,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,131,907 762,234

現金及び現金同等物の期首残高 4,838,583 7,798,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,970,491 8,560,606
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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21年４月１日
至　平成21年12月31日）

持分法の適用に関する事項の変更 （1）持分法適用関連会社の変更　

第１四半期連結会計期間に、道路計装㈱は清算したため、持分法適用の

範囲から除外しております。

（2）変更後の持分法適用関連会社の数　

１社　

 

【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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は20,387,690千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は19,531,848千円で

あります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※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。

※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

給与手当・賞与 1,807,193千円

賞与引当金繰入額

荷造・運送費

242,344

384,121

※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。

※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。 

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。 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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。

※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

給与手当・賞与 800,899千円

荷造・運送費 148,528

※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。

※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。

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。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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

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） （平成21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

 

 （千円）

現金及び預金勘定 5,140,545

預入期間が３ヶ月超える定期預金 △76,854

有価証券 3,897,464

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △400,550

現金及び現金同等物 8,560,606

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第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）

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 108千株

 

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21年６月23日

定時株主総会
普通株式 207,399利益剰余金 5 平成21年３月31日平成21年６月24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】

前第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

営業利益 861,674304,63511,0401,177,351(511,747)665,603

 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21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 5,814,8985,815,355514,95512,145,209 － 12,145,209

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
775,621161,044 － 936,665(936,665) －

計 6,590,5195,976,399514,95513,081,874(936,665)12,145,209

営業利益（△は損失） △625,184422,433△29,506△232,257(530,498)△762,756
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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）

 
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

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

　

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）

 
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 17,205,79612,537,3041,372,16631,115,268 － 31,115,268

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,642,323325,333 － 2,967,656(2,967,656)    －

計 19,848,11912,862,6381,372,16634,082,924(2,967,656)31,115,268

営業利益（△は損失） △663,075676,205△34,422△21,292(1,555,461)△1,576,754

　（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】

　前第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　

営業利益 877,530299,8211,177,351(511,747)665,603　

 

　当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21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 10,319,3071,825,90112,145,209 － 12,145,209　

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
268,330 5,766 274,096(274,096) － 　

計 10,587,638
1,831,667　　　　

　　　　　
12,419,305(274,096)12,145,209　

営業利益（△は損失） △546,079313,822△232,257(530,498)△762,756　

　

　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）

　
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　

営業利益 1,668,838759,0172,427,856(1,701,454)726,401　

　

　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）

　
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 26,663,8844,451,38431,115,268 － 31,115,268　

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
948,784 34,649 983,434(983,434) － 　

計 27,612,669
4,486,033　　　　

　　　　　
32,098,703(983,434)31,115,268　

営業利益（△は損失） △960,213938,920△21,292(1,555,461)△1,576,754　

　（注）その他の地域は米国、中国であります。
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【海外売上高】

前第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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,274,240 669,924 7,648 1,951,813

Ⅱ　連結売上高（千円）    12,145,209

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.5 5.5 0.1 16.1

　

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）

 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

　

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）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,193,9541,622,390 54,190 4,870,535

Ⅱ　連結売上高（千円）    31,115,268

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.3 5.2 0.2 15.7

　（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、その他

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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 840.59円 １株当たり純資産額 896.27円

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

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）

１株当たり四半期純損失金額 2.51円 １株当たり四半期純損失金額 56.74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、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。

　（注）１株当たり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。

 
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）

四半期純損失（千円） 104,155 2,353,379

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損失（千円） 104,155 2,353,379

期中平均株式数（千株） 41,485 41,479

 

前第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）

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

１株当たり四半期純利益金額 5.54円 １株当たり四半期純損失金額 35.48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、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、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。

　（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。

 
前第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）

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

四半期純利益（千円） 229,911 －

四半期純損失（千円） － 1,471,537

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） － 1,471,537

期中平均株式数（千株） 41,485 41,479
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（重要な後発事象）
　

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

　当社が生産・販売している航空機シートの品質問題に起因する納入遅延に伴い、顧客である航空会社等への損害賠償

金が当第３四半期連結累計期間までに1,705百万円発生しておりますが、当該損害賠償金は今後追加的に発生すること

が見込まれております。

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成22年１月27日 

 

小糸工業株式会社   

 取締役会 御中  

　

　

　

 明治監査法人 　 　

　

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 芳井　誠　　印

　　

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 笹山　淳　　印

　

 

　当監査法人は、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21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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、当監査法人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。

　当監査法人は、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。

　当監査法人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21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。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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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