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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42期

第３四半期連結
累計期間

第43期
第３四半期連結
累計期間

第42期
第３四半期連結
会計期間

第43期
第３四半期連結
会計期間

第42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 (百万円) 16,288 17,040 5,330 5,871 26,227

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 48 △95 △120 △51 1,040

四半期純損失(△)又は
当期純利益

(百万円) △61 △126 △108 △48 522

純資産額 (百万円) ― ― 24,070 24,180 24,662

総資産額 (百万円) ― ― 29,123 28,062 29,372

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,271.152,281.622,327.04

１株当たり四半期純損失
金額(△)又は１株当たり
当期純利益金額

(円) △5.81 △11.96 △10.27 △4.55 49.31

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― 49.31

自己資本比率 (％) ― ― 82.7 86.2 84.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,297 767 ― ― 1,474

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,160 338 ― ― △718

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △377 △349 ― ― △377

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 2,519 3,894 3,138

従業員数 (名) ― ― 952 973 946

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、第42期第３四半期連結累計期間については、潜在株式は存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため、第42期第３四半期連結会計期間、第43期第３四半期連結累計期間及び第

43期第３四半期連結会計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、それぞ

れ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。

 

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(名) 973

(注) 従業員数は、就業人員であります。

 

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 874

(注) 従業員数は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当連結会計年度より売上の計上基準を、工事完成基準から工事進行基準に変更しております。これにより、従来

の工事完成基準を適用した場合と比べ売上高が増加しており、受注実績及び販売実績に影響を及ぼすため、前年同

四半期との比較可能性を考慮し、従来の工事完成基準における受注及び販売の状況を併記しております。

 

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における品目別生産実績は次のとおりであります。

 

品目 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,411 85.0

固定間仕切 2,165 156.2

トイレブース 1,216 96.5

移動間仕切 740 121.1

ロー間仕切 141 82.8

その他 188 105.0

合計 5,862 111.3

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における品目別受注実績は次のとおりであります。

①　工事進行基準適用

 

品目
受注高 受注残高

金額(百万円)
前年同四半期比

(％)
金額(百万円)

前年同四半期比
(％)

可動間仕切 1,326 81.8 1,217 56.3

固定間仕切 1,435 78.5 4,161 59.8

トイレブース 1,141 91.3 1,710 68.7

移動間仕切 788 83.2 1,533 66.9

ロー間仕切 136 73.4 44 56.9

その他 233 105.7 145 66.9

合計 5,061 83.6 8,813 62.0

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　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　工事完成基準適用

 

品目
受注高 受注残高

金額(百万円)
前年同四半期比

(％)
金額(百万円)

前年同四半期比
(％)

可動間仕切 1,326 81.8 1,629 75.3

固定間仕切 1,435 78.5 5,610 80.6

トイレブース 1,141 91.3 2,263 90.9

移動間仕切 788 83.2 2,015 87.9

ロー間仕切 136 73.4 59 75.0

その他 233 105.7 176 81.0

合計 5,061 83.6 11,754 82.7

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　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品目別販売実績は次のとおりであります。

①　工事進行基準適用

 

品目 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,417 85.1

固定間仕切 2,165 156.2

トイレブース 1,216 96.5

移動間仕切 740 121.1

ロー間仕切 140 82.5

その他 191 81.4

合計 5,871 110.2

 
(注) １　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。

２　相手先別販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

②　工事完成基準適用

 

品目 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,280 76.9

固定間仕切 1,606 115.9

トイレブース 927 73.5

移動間仕切 576 94.4

ロー間仕切 150 87.9

その他 189 80.6

合計 4,730 88.8

 
(注) １　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。

２　相手先別販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
３　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 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。また、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。

なお、当第３四半期連結会計期間終了日後、この四半期報告書提出日までの期間において、当社は小松ウオール

サービス株式会社(当社の完全子会社)との合併について、以下のとおり決定しております。当該合併は共通支配下

の取引であり、連結財務諸表に与える影響はありません。

 

小松ウオール工業株式会社(当社)と小松ウオールサービス株式会社(当社の完全子会社)との合併

当社は、経営管理体制を一元化し、当社事業全体を一体運営することで、より機動的に事業展開できるものと判

断し、平成22年１月18日開催の取締役会において、主に当社事業に係わる間仕切製品の施工業務を事業とする小松

ウオールサービス株式会社の吸収合併を決議し、同日に合併契約を締結いたしました。

合併の概要は次のとおりであります。

(1) 合併の方法

当社を存続会社とし、小松ウオールサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併であります。

(2) 合併に際して発行する株式及び割当ならびに合併比率の算定根拠

小松ウオールサービス株式会社は、当社の完全子会社であるため、本合併による株式の発行ならびに合併比率

の取り決めはありません。

(3) 合併の期日

平成22年４月１日(予定)

(4) 引継資産・負債の状況

当社は、合併効力発生日において、小松ウオールサービス株式会社の資産・負債及び権利義務の一切を引き継

ぐものとしますが、その金額等はこの四半期報告書提出日現在では確定しておりません。なお、同社の平成21年

12月31日現在の財政状態は、次のとおりであります。

資産合計　　　　　924百万円

負債合計　　　　　358百万円

(5) 吸収合併存続会社となる会社の概要

名称　　　　　　小松ウオール工業株式会社(当社)

資本金　　　　　3,099百万円(予定)

事業内容　　　　間仕切製品の製造、販売ならびに施工
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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の我が国経済は、経済対策の効果や在庫調整の一巡等により、景気指標の一部に持

ち直しの兆しが見え始めたものの、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化等に加え、円高とデフレの

進行により、依然として厳しい状況で推移しました。

間仕切業界におきましても、企業業績の悪化、設備投資意欲の減退から、民間需要の減少傾向は依然として継

続しており、不況の長期化は当業界にとって深刻な影響を及ぼしています。

このような情勢の中、当社グループは、関連市場であるドア市場へ積極的に進出するとともに、設計指定活動

を一層推進し、新規優良顧客の開拓、休眠顧客の掘り起こし、営業活動による小口物件の積極的な受注の増大に

努めてまいりました。しかしながら、民間企業の設備投資意欲減退の影響は大きく、当第３四半期連結会計期間

の受注高は、前年同期比16.4％減少となりました。

売上高につきましては、事務所・オフィス向けを中心とした民間需要が低迷し、可動間仕切が前年同期比

14.9％、ロー間仕切が17.5％、トイレブースが3.5％減少しましたが、学校・体育施設、福祉厚生施設等への納入

量が増大し、移動間仕切は前年同期比21.1％、軽量ドア、学校間仕切が堅調に推移したことにより、固定間仕切は

56.2％の増加となりました。今年度からの工事進行基準の適用に伴う影響もあり、売上高全体としては、前年同

期比10.2％増加し、58億71百万円となりました。

利益面につきましては、販売費及び一般管理費の削減に努めたものの、競争激化や高収益物件の受注が低調で

あったことなどから、当第３四半期連結会計期間は、営業損失84百万円、経常損失51百万円、四半期純損失48百万

円となりました。

なお、今期より売上高及び売上原価の計上基準を、工事完成基準から工事進行基準に変更しております。その

影響による当第３四半期連結会計期間の売上高増加額は11億40百万円となり、従前の工事完成基準における当

第３四半期連結会計期間の品目別の販売高、受注高及び受注残高の状況につきましては「１[生産、受注及び販

売の状況]」に記載しております。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は280億62百万円となり、第２四半期連結会計期間末に比べて

３億85百万円の減少となりました。

資産の部では、流動資産は172億83百万円となり、第２四半期連結会計期間末と比較して２億18百万円の減少

となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加８億43百万円、有価証券の増加３億円、現金及び預金の減

少14億４百万円及び未成工事の減少１億66百万円等によるものであります。固定資産は107億79百万円となり、

第２四半期連結会計期間末と比較して１億66百万円減少しました。

負債の部では、流動負債は24億84百万円となり、第２四半期連結会計期間末と比較して２億円の減少となりま

した。これは主に賞与引当金２億45百万円の減少等によるものであります。固定負債は退職給付引当金の増加に

より、第２四半期連結会計期間末と比較して37百万円増加しました。

純資産の部は、利益剰余金の減少等から241億80百万円となり第２四半期連結会計期間末と比べて２億22百万

円減少しました。以上の結果、自己資本比率は86.2％と0.4ポイント改善しました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により減少した資金は、９億36百万円(前年同期は９億

45百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費１億31百万円、たな卸資産の減少額１億44百万円等によ

る増加と売上債権の増加額７億88百万円及び法人税等の支払額２億23百万円等による減少によるものでありま

す。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入と払戻に伴う純収入４億円及び保険積立金の払戻に

よる収入２億22百万円等による増加と有価証券の取得による支出３億円、有形及び無形の固定資産取得による

支出１億21百万円等の減少により資金の増加額は91百万円(前年同期は９億66百万円の使用)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により資金の減少額は１億59百万円(前年同期は１億90

百万円の使用)となりました。これらにより現金及び現金同等物は第２四半期連結会計期間末と比べ10億４百万

円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は38億94百万円となりました。

 

(4) 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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は55百万円であります。
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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、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除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 25,000,000

計 25,000,000

 

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２月12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 10,903,240同左

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であり
ます。

計 10,903,240同左 ― ―

 

(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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 10,903 ― 3,099 ― 3,031
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(5) 【大株主の状況】

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

ることができませんので、直前の基準日(平成21年９月30日)に基づく株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年９月30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

305,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,591,400
105,914 ―

単元未満株式
普通株式

6,840
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 10,903,240― ―

総株主の議決権 ― 105,914 ―

(注)　当社所有の自己株式が、「完全議決権株式(自己株式等)」欄に305,000株、「単元未満株式」欄に45株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成21年９月30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(％)

小松ウオール工業㈱
石川県小松市工業団地１
丁目72番地

305,000― 305,000 2.80

計 ― 305,000― 305,000 2.80

 

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) 1,1101,0731,1231,1901,2801,2461,1791,1091,112

最低(円) 996 1,0021,0421,1001,1741,1091,091 980 1,008

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

執行役員生産
本部長兼生産
管理部長兼第
四製造部長

取締役
執行役員生産
本部長兼生産
管理部長

木　戸　義　朗 平成21年12月21日
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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。

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、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、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、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けておりま

す。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月

１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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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：百万円）

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 7,894 7,338

受取手形及び売掛金 ※
 7,417 8,550

有価証券 300 －

製品 89 108

仕掛品 143 103

未成工事 595 1,187

原材料及び貯蔵品 215 201

その他 698 434

貸倒引当金 △70 △51

流動資産合計 17,283 17,874

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,481 5,420

土地 3,636 3,636

その他 3,637 3,556

減価償却累計額 △5,951 △5,794

有形固定資産合計 6,803 6,819

無形固定資産 398 385

投資その他の資産

保険積立金 2,359 3,140

その他 1,336 1,240

貸倒引当金 △119 △88

投資その他の資産合計 3,576 4,293

固定資産合計 10,779 11,498

資産合計 28,062 29,372

負債の部

流動負債

買掛金 1,138 1,494

未払法人税等 － 82

賞与引当金 251 641

その他 1,094 1,117

流動負債合計 2,484 3,335

固定負債

退職給付引当金 1,129 1,016

役員退職慰労引当金 250 334

その他 17 22

固定負債合計 1,397 1,373

負債合計 3,881 4,709
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,099 3,099

資本剰余金 3,031 3,031

利益剰余金 18,515 18,991

自己株式 △461 △461

株主資本合計 24,185 24,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4 0

評価・換算差額等合計 △4 0

純資産合計 24,180 24,662

負債純資産合計 28,062 29,372
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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 16,288 17,040

売上原価 11,352 12,400

売上総利益 4,936 4,639

販売費及び一般管理費 ※
 4,929

※
 4,908

営業利益又は営業損失（△） 6 △269

営業外収益

受取利息 25 22

受取配当金 6 5

受取保険金 － 140

その他 26 20

営業外収益合計 58 188

営業外費用

売上割引 16 15

その他 － 0

営業外費用合計 16 15

経常利益又は経常損失（△） 48 △95

特別利益

固定資産売却益 7 1

特別利益合計 7 1

特別損失

固定資産除売却損 12 17

特別損失合計 12 17

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（△）

43 △112

法人税、住民税及び事業税 142 44

法人税等調整額 △37 △30

法人税等合計 105 14

四半期純損失（△） △61 △126
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

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 5,330 5,871

売上原価 3,788 4,347

売上総利益 1,541 1,524

販売費及び一般管理費 ※
 1,674

※
 1,609

営業損失（△） △132 △84

営業外収益

受取利息 8 7

受取配当金 2 2

受取保険金 － 19

受取家賃 4 3

その他 2 4

営業外収益合計 17 37

営業外費用

売上割引 5 4

その他 － 0

営業外費用合計 5 4

経常損失（△） △120 △51

特別損失

固定資産除売却損 2 10

特別損失合計 2 10

税金等調整前四半期純損失（△） △123 △61

法人税、住民税及び事業税 64 5

法人税等調整額 △79 △18

法人税等合計 △14 △13

四半期純損失（△） △108 △48
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

43 △112

減価償却費 401 375

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 49

受取利息及び受取配当金 △32 △27

売上債権の増減額（△は増加） 2,835 1,098

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,613 558

仕入債務の増減額（△は減少） △227 △355

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 △84

その他 342 △584

小計 1,863 1,029

利息及び配当金の受取額 36 35

法人税等の支払額 △602 △297

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,297 767

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 － △300

定期預金の預入による支出 △4,200 △4,500

定期預金の払戻による収入 3,300 4,700

有形固定資産の取得による支出 △173 △274

有形固定資産の売却による収入 39 2

無形固定資産の取得による支出 △133 △149

投資有価証券の売却による収入 10 －

保険積立金の払戻による収入 － 1,088

その他 △3 △227

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,160 338

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 4 －

配当金の支払額 △381 △349

財務活動によるキャッシュ・フロー △377 △349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240 756

現金及び現金同等物の期首残高 2,759 3,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,519

※
 3,894
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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)

１　連結の範囲に関する

事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

　平成21年４月１日付で、小松プロテクター株式会社

は当社と合併し消滅したため、第１四半期連結会計期

間より、連結の範囲から除外しております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　１社

２　会計処理基準に関す

る事項の変更

工事契約に関する会計基準

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事

完成基準を適用しておりましたが、「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)を第１四半期

連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着

手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比

例法)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売上高は

2,941百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ544百万円減少しておりま

す。
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【表示方法の変更】

 

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)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は２百万円であります。

 

 

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)

(四半期連結貸借対照表関係)

　前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めておりました「有価証券」は、資産総額の100

分の１を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第３四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「有価証券」は４百万円であります。

　また、財務諸表等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)が適用となることに伴

い、前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「原材料」及び流動資産の「その他」に含めて

おりました「貯蔵品」は、当第３四半期連結会計期間では、「原材料及び貯蔵品」として区分掲記しております。

なお、前第３四半期連結会計期間の「原材料」は202百万円、流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」は３百

万円であります。

(四半期連結損益計算書関係)

　前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は０百万円であります。
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【簡便な会計処理】

 
 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)

たな卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関

しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末の実地たな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。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

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)

該当事項はありません。

 

【追加情報】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

役員退職慰労金制度の廃止

　当社及び連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく要支給額を計上し

ておりますが、平成21年６月25日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、当

該総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切

り支給することといたしました。これに伴い、当該総会終結時以降については新たな引当金の繰入はありません。
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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21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形を満期日に決済がおこなわれたものとし

て処理しております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　180百万円

――――――――

 

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

 

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)

※　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。

給料手当及び賞与 1,935百万円

賞与引当金繰入額 164百万円

退職給付費用 198百万円

役員退職慰労引当金繰入額 21百万円

貸倒引当金繰入額 19百万円

※　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。

給料手当及び賞与 1,883百万円

賞与引当金繰入額 144百万円

退職給付費用 209百万円

役員退職慰労引当金繰入額 54百万円

貸倒引当金繰入額 71百万円

 

第３四半期連結会計期間

 

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)

※　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。

給料手当及び賞与 540百万円

賞与引当金繰入額 164百万円

退職給付費用 66百万円

役員退職慰労引当金繰入額 5百万円

貸倒引当金繰入額 15百万円

※　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。

給料手当及び賞与 526百万円

賞与引当金繰入額 144百万円

退職給付費用 65百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

 

EDINET提出書類

小松ウオール工業株式会社(E02408)

四半期報告書

23/32



(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当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四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)

現金及び預金勘定 7,219百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△4,700百万円

現金及び現金同等物 2,519百万円

　

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四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21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 7,894百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△4,000百万円

現金及び現金同等物 3,894百万円

 

(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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末株式数(株)

発行済株式 普通株式 10,903,240

自己株式 普通株式 305,045

 
 

２　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
(百万円)

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25日
定時株主総会

普通株式 190 18.00平成21年３月31日平成21年６月26日利益剰余金

平成21年10月20日
取締役会

普通株式 158 15.00平成21年９月30日平成21年11月27日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。
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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)及び当第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)並びに前第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)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)

当社グループが営む事業は単一であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を

省略しております。

 

【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)及び当第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)並びに前第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)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)

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

 

【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)及び当第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)並びに前第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)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)

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。
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(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

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)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

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)

該当事項はありません。
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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 2,281円61銭１株当たり純資産額 2,327円04銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
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)

純資産の部の合計額(百万円) 24,180 24,662

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

― ―

普通株式に係る四半期連結会計期間末
(連結会計年度末)の純資産額(百万円)

24,180 24,662

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末(連結会計年度末)の
普通株式の数(株)

10,598,195 10,598,276

 

２　１株当たり四半期純損失金額

　　第３四半期連結累計期間

 

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 ５円81銭

　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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 11円96銭

　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株当たり四半期純損失であり、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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
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(百万円) 61 126

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 61 126

普通株式の期中平均株式数(株) 10,597,608 10,598,234

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―
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　　第３四半期連結会計期間

 

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株当たり四半期純損失金額 10円27銭

　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株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 ４円55銭

　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株当たり四半期純損失であり、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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
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)

四半期純損失(百万円) 108 48

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 108 48

普通株式の期中平均株式数(株) 10,598,276 10,598,195

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動がある場合の概要

― ―

 

(重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第43期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月20日開催の取締役会

において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議い

たしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 158百万円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年11月27日
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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２月５日

小松ウオール工業株式会社

取締役会　御中

監査法人　　トーマツ

 

指定社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　鈴　　木　　昌　　治　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　森　　田　　浩　　之　　㊞

 

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松ウオー

ル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、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、小松ウオール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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

平成22年２月８日

小松ウオール工業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　由　　水　　雅　　人　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　森　　田　　浩　　之　　㊞

 

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松ウオー

ル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、小松ウオール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。

 

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社は第１四半

期連結会計期間より、工事契約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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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