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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48期
第３四半期
累計期間

第48期
第３四半期
会計期間

第47期

会計期間
自平成21年３月26日
至平成21年12月25日

自平成21年９月26日
至平成21年12月25日

自平成20年３月26日
至平成21年３月25日

売上高（千円） 8,991,134 3,429,314 12,192,203

経常利益（千円） 427,071 365,378 328,853

四半期（当期）純利益（千円） 417,715 360,818 277,898

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 1,742,400 1,742,400

発行済株式総数（千株） － 9,030 9,030

純資産額（千円） － 3,924,165 3,528,574

総資産額（千円） － 8,028,972 7,555,497

１株当たり純資産額（円） － 449.58 404.26

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
47.86 41.34 31.09

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 1.00 － 2.50

自己資本比率（％） － 48.9 46.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
509,874 － 237,690

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△194,951 － △239,525

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△93 － △150,734

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 708,623 397,414

従業員数（人） － 285 274

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。

　

EDINET提出書類

ツインバード工業株式会社(E02017)

四半期報告書

 2/21



２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、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】

提出会社の状況

 平成21年12月25日現在

従業員数（人） 285 (30)

　（注）１．従業員の定年は、満65才に達した日の属する給与期間の末日としております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

　

EDINET提出書類

ツインバード工業株式会社(E02017)

四半期報告書

 3/21



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３四半期会計期間の生産実績を製品分類別に示すと次のとおりであります。

製品分類
当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月26日
至　平成21年12月25日）

照明器具（千円） 188,234

調理家電（千円） 621,617

クリーナー（千円） 469,819

生活家電（千円） 317,388

冷蔵庫（千円） 144,107

ＡＶ機器（千円） 394,698

健康理美容機器（千円） 128,285

その他（千円） 59,487

合計（千円） 2,323,639

　（注）　金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

　  当社は見込み生産をおこなっており、受注生産は僅少であるため記載を省略しております。

（３）販売実績

　  当第３四半期会計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

製品分類
当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月26日
至　平成21年12月25日）

照明器具（千円） 302,584

調理家電（千円） 909,673

クリーナー（千円） 608,213

生活家電（千円） 440,256

冷蔵庫（千円） 217,407

ＡＶ機器（千円） 535,905

健康理美容機器（千円） 230,574

その他（千円） 184,699

合計（千円） 3,429,314

　（注）１．本表の金額には消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は当該割合

が100分の10以上の相手先がないため記載を省略しております。

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、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。

EDINET提出書類

ツインバード工業株式会社(E02017)

四半期報告書

 4/21



３【経営上の重要な契約等】

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

　

４【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況 

　　　　　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、海外需要の持ち直しや景気対策などにより一部景気回復の動きが見

られる一方で、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷、デフレの継続などにより厳しい状態が続いており、景気の二番

底が懸念されております。

　　 　　 当社の当第３四半期会計期間の売上高は3,429百万円となり、第１四半期会計期間の売上高2,885百万円、第２四半

期会計期間の売上高2,676百万円に対して大きく増加しております。業態別には、引き続き家電量販、Ｗｅｂ通販で

の売上が好調に推移する一方、紙面通販向け販売が伸び悩みました。商品分野別では、防水ＡＶ機器の大型新製品

（防水ワイヤレスモニター）を投入し、引き続き調理家電分野も好調なことから、量販店頭向け販売が好調に推移

しました。また、業務用冷蔵庫についての新規モデル投入により、売上が大きく回復しております。

　　　 　 営業利益は393百万円となりました。当第３四半期会計期間は、円相場がさらに円高に大きく昂進しました。またコ

ストダウン活動も順調に推移し、調達コストが大きく減少しております。固定費の増加をこの調達コストの減少に

より吸収し、大幅増益となっております。

　　　　　経常利益は365百万円となりました。調達コスト減少などによる営業利益の増加に加え、当第３四半期会計期間末の

為替予約残高時価評価損失の減少等が寄与しております。

　　　　　四半期純利益は360百万円となりました。当第３四半期会計期間に大きな特別利益・特別損失はありません。

（２）キャッシュ・フローの状況

      当第３四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは187百万円の支出となりました。当第３四半期

会計期間におきましては売上高が堅調に推移し、そのため売上債権が665百万円増加しております。なお、当第３

四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは509百万円の収入となっております。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは56百万円の支出となりました。製品製造のために必要な金型に対する設備

投資が主たる内容であります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは376百万円の収入となりました。短期・長期借入金、及び社債につきまして

は、当第３四半期会計期間は年末年始の売上高増加に伴う資金需要により390百万円増加いたしました。その他に

は配当金の支払額が８百万円発生しております。

　　　以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期会計期間末残高は708百万円となり、第２四半期会計期間末より

155百万円増加いたしました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、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３四半期会計期間における研究開発活動の金額は、108百万円であります。

　　　なお、当第３四半期会計期間において、当社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

　　①　設備の新設、除却等の計画の変更

　　　　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画し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。

  　②　設備の新設の完了

　　　　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設について完了

したものは、次のとおりであります。 

事業所名

（所在地）　
設備の内容

投資額

（千円）　
資金調達方法　 完了年月　

本社工場

（新潟県燕市）　
新規金型　　 　31,419自己資金、リース　 平成21年12月　

  ③　設備の新設、除却等の新たな計画

　　　　当第３四半期会計期間において、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 34,000,000

計 34,000,000

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25日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月８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 9,030,000 9,030,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株　

計 9,030,000 9,030,000 － －

（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
（株）

発行済株式
総数残高
（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９月26日～

 平成21年12月25日　
－ 9,030,000 － 1,742,400 － 953,042

　

（５）【大株主の状況】

　　①当第３四半期会計期間において、株式会社双栄及びその共同保有者である野水重明から平成21年11月19日付の大

量保有報告書の写しの送付があり、平成21年11月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告

を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　

氏名又は名称　　　　 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）　

 株式会社　双栄　  新潟県三条市西本成寺１－30－31　  株式　1,013,000　 11.22

 野水　重明　  新潟県三条市　  株式　　260,000　 2.88

　

　　　　②当第３四半期会計期間において、野水重勝及びその共同保有者である野水御富士、野水重則から平成21年11月19日

付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成21年11月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を

保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式

数の確認ができません。　

氏名又は名称　　　　 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）　

 野水　重勝　  新潟県三条市  株式　　447,600　 4.96

 野水　御富士  新潟県三条市　  株式　　106,000　 1.17

 野水　重則　  新潟県三条市　  株式　　 50,000　 0.55
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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25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25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　  301,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,725,000 8,725 －

単元未満株式 普通株式      4,000 － －

発行済株式総数 9,030,000 － －

総株主の議決権 － 8,725 －

   

②【自己株式等】

平成21年12月25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

（％）

ツインバード工業㈱
新潟県燕市吉田西太田

字潟向2084-２
301,000 － 301,000 3.33

計 － 301,000 － 301,000 3.33

   

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） 120 137 125 145 143 134 130 129 135

最低（円） 102 115 107 116 127 126 122 110 108

　（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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期会計期間（平成21年３月26日から平成21年６月25日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等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、当第３四半期会計期間（平成21年９月26日から平成21

年12月25日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年３月26日から平成21年12月25日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

　

EDINET提出書類

ツインバード工業株式会社(E02017)

四半期報告書

 9/21



１【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25日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月25日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 962,923 651,714

受取手形及び売掛金 ※
 2,531,464

※
 2,221,443

商品及び製品 1,448,044 1,608,856

仕掛品 198,817 195,064

原材料及び貯蔵品 134,184 188,287

その他 152,928 85,179

貸倒引当金 △4,464 △6,716

流動資産合計 5,423,898 4,943,829

固定資産

有形固定資産

建物 3,467,650 3,464,065

減価償却累計額 △2,798,939 △2,758,670

建物（純額） 668,711 705,394

機械及び装置 974,555 974,555

減価償却累計額 △908,978 △903,313

機械及び装置（純額） 65,577 71,242

金型 2,126,326 2,033,624

減価償却累計額 △1,904,418 △1,779,002

金型（純額） 221,907 254,621

工具、器具及び備品 463,165 456,948

減価償却累計額 △403,876 △397,597

工具、器具及び備品（純額） 59,288 59,350

土地 1,229,569 1,229,569

建設仮勘定 29,177 18,105

その他 253,741 186,930

減価償却累計額 △154,496 △147,750

その他（純額） 99,244 39,179

有形固定資産合計 2,373,475 2,377,463

無形固定資産 27,551 28,718

投資その他の資産

投資有価証券 102,871 102,653

その他 128,080 102,871

貸倒引当金 △26,905 △40

投資その他の資産合計 204,046 205,485

固定資産合計 2,605,073 2,611,668

資産合計 8,028,972 7,555,497
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月25日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月25日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 595,913 615,796

短期借入金 1,190,000 1,580,000

1年内返済予定の長期借入金 402,694 329,176

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

リース債務 34,020 4,647

未払法人税等 11,526 15,021

未払消費税等 44,183 16,883

賞与引当金 16,695 85,180

その他の引当金 2,508 3,165

為替予約 49,241 24,154

その他 363,643 350,750

流動負債合計 2,750,425 3,064,775

固定負債

社債 80,000 20,000

長期借入金 778,681 492,789

リース債務 46,899 17,445

退職給付引当金 297,017 283,036

役員退職慰労引当金 140,151 143,067

その他 11,631 5,810

固定負債合計 1,354,380 962,148

負債合計 4,104,806 4,026,923

純資産の部

株主資本

資本金 1,742,400 1,742,400

資本剰余金 953,042 953,042

利益剰余金 1,263,959 868,065

自己株式 △37,308 △37,308

株主資本合計 3,922,093 3,526,199

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,071 2,374

評価・換算差額等合計 2,071 2,374

純資産合計 3,924,165 3,528,574

負債純資産合計 8,028,972 7,555,497
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月26日
　至　平成21年12月25日)

売上高 8,991,134

売上原価 6,371,695

売上総利益 2,619,439

販売費及び一般管理費 ※
 1,900,926

営業利益 718,513

営業外収益

受取利息 1,088

受取配当金 3,948

固定資産賃貸料 3,120

その他 8,283

営業外収益合計 16,440

営業外費用

支払利息 33,858

手形売却損 2,670

売上割引 68,847

為替差損 200,001

その他 2,504

営業外費用合計 307,882

経常利益 427,071

特別利益

固定資産売却益 394

その他 173

特別利益合計 567

特別損失

固定資産処分損 1,053

投資有価証券評価損 21

減損損失 3,081

特別損失合計 4,156

税引前四半期純利益 423,481

法人税、住民税及び事業税 5,766

法人税等合計 5,766

四半期純利益 417,715
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月26日
　至　平成21年12月25日)

売上高 3,429,314

売上原価 2,368,784

売上総利益 1,060,530

販売費及び一般管理費 ※
 666,930

営業利益 393,599

営業外収益

受取利息 856

受取配当金 1,302

為替差益 4,744

固定資産賃貸料 700

その他 853

営業外収益合計 8,456

営業外費用

支払利息 11,515

手形売却損 506

売上割引 23,092

その他 1,563

営業外費用合計 36,677

経常利益 365,378

特別利益

その他 133

特別利益合計 133

特別損失

固定資産処分損 833

減損損失 1,937

特別損失合計 2,770

税引前四半期純利益 362,740

法人税、住民税及び事業税 1,922

法人税等合計 1,922

四半期純利益 360,818
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月26日
　至　平成21年12月25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 423,481

減価償却費 225,338

減損損失 3,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,613

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,485

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,981

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,916

その他の引当金の増減額（△は減少） △657

受取利息及び受取配当金 △5,036

支払利息 33,858

為替差損益（△は益） 3,620

投資有価証券評価損益（△は益） 21

固定資産売却損益（△は益） △394

固定資産処分損益（△は益） 1,053

売上債権の増減額（△は増加） △310,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 213,935

その他の資産の増減額（△は増加） △44,909

仕入債務の増減額（△は減少） △19,883

その他の負債の増減額（△は減少） 55,779

小計 546,463

利息及び配当金の受取額 5,219

利息の支払額 △34,145

法人税等の支払額 △7,662

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,874

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 △169,340

有形固定資産の売却による収入 394

無形固定資産の取得による支出 △3,862

投資有価証券の取得による支出 △746

その他の支出 △22,598

その他の収入 1,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △194,951

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） △390,000

長期借入金の返済による支出 △290,590

長期借入れによる収入 650,000

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △40,000

リース債務の返済による支出 △8,309

配当金の支払額 △21,194

財務活動によるキャッシュ・フロー △93

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,209

現金及び現金同等物の期首残高 397,414

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 708,623
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【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】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

　

１．会計処理基準に関する事

項の変更

　　棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

　　　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、

従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、第１四半期会計期間より「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日公表分）が適用されたこと

に伴い、主として総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。

　　　これにより、当第３四半期累計期間の営業利益は

122,478千円減少し、経常利益及び税引前四半期

純利益は560千円減少しております。　　

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

　

１．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期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

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算出する方法によっており

ます。

　

２．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固定資産について

は、当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。 

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
  （平成21年12月25日）

前事業年度末
  （平成21年３月25日）

※　受取手形割引高は、125,150千円であります。 ※　受取手形割引高は、479,602千円であります。

　

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

物流費　 345,952　千円　

製品補修費　　　 102,344　　

広告宣伝・販促費　　　 137,883　　

給与手当　　　 682,472　　

賞与引当金繰入　　　 13,136　　

退職給付費用　　　 30,093　　

福利厚生費　 120,623　　

旅費交通費　 79,967　　

貸倒引当金繰入 28,727　　

業務委託料　 91,085　

　

　

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月26日
至　平成21年12月25日）

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

物流費　 128,564　千円　

製品補修費　　　 31,777　　

広告宣伝・販促費　　　 63,385　　

給与手当　　　 223,315　　

退職給付費用　　　 10,031　　

福利厚生費　 40,223　　

旅費交通費　 28,898　　

貸倒引当金繰入　 27,775　　

業務委託料　 30,358　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年12月25日現在）

現金及び預金勘定　 962,923　千円　

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金　
△254,300　　

現金及び現金同等物　 708,623　　

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月25日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年３月26日　至　平成21年12

月25日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　9,030千株

２．自己株式の種類及び株式数

  普通株式　　　301千株 

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

（１）配当金支払額

　
（決議）　

株式の種類　
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額
（円）　

基準日 効力発生日　 配当の原資　

 平成21年６月19日

株主総会　
普通株式 13,092　 1.5　 平成21年３月25日平成21年６月22日　利益剰余金　　

 平成21年10月30日

取締役会　
普通株式 8,728　 1.0　 平成21年９月25日平成21年11月30日　利益剰余金　　

（２）基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後と

なるもの　

     該当事項はありません。      

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月25日） 

　前事業年度の末日に比べて著しい変動は認められませんので、記載を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月25日）

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事

業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。　

対象物の種類　 取引の種類　 契約額等（千円）　 時価（千円）　 評価損益（千円）　

通貨　 為替予約取引　 1,842,609　 1,793,368　 △49,241

　（注）１．時価の算定方法…取引金融機関から提示された価格によっております。

　　　　２．上記評価損益については、四半期財務諸表に計上されております。　

（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自平成21年９月26日　至平成21年12月25日）及び当第３四半期累計期間（自平成21年３月

26日　至平成21年12月25日）　

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成21年９月26日　至　平成21年12月25日）

　該当事項はありません。 

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年12月25日）

前事業年度末
（平成21年３月25日）

１株当たり純資産額 449.58円 １株当たり純資産額 404.26円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月26日
至　平成21年12月25日）

１株当たり四半期純利益金額 47.86
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。　

１株当たり四半期純利益金額 41.34
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。　

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

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月26日
至　平成21年12月25日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月26日
至　平成21年12月25日）

四半期純利益（千円） 417,715 360,818

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） 417,715 360,818

期中平均株式数（株） 8,728,500 8,728,500

（重要な後発事象)

  該当事項はありません。　

（リース取引関係）

　リース取引残高は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。 
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２【その他】

　　　平成21年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　　　①配当金の総額……………………………………8,728千円

　　　　②１株当たりの金額………………………………１円00銭

　　　　③支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成21年11月30日

　　　（注）平成21年９月25日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこなっております。　
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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。

　

EDINET提出書類

ツインバード工業株式会社(E02017)

四半期報告書

20/21



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月８日

ツインバード工業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮島　道明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塚田　一誠　　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」に掲げられているツインバード工業株

式会社の平成21年３月26日から平成22年３月25日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年９月26日から平

成21年12月25日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年３月26日から平成21年12月25日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ツインバード工業株式会社の平成21年12月25日現在の財政状態、同日をもって終了

する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期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。

追記情報

　「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」に記載されているとおり、会社は第１四半期会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。　

　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、その原本は当社（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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