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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,036 ― △74 ― △37 ― △72 ―

20年3月期第1四半期 2,273 ― △45 ― △27 ― △31 ―

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

21年3月期第1四半期 △3.94 ―

20年3月期第1四半期 △1.71 ―

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

21年3月期第1四半期 11,459 7,948 68.5 429.89
20年3月期 11,882 8,081 67.1 436.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,852百万円 20年3月期  7,978百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.50 2.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 4,850 1.4 40 652.0 50 59.4 10 ― 0.55
通期 10,300 2.8 190 17.5 200 47.2 80 128.7 4.38

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  無  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(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 
（１）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能
性があります。なお、上記予想に関する事項は３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ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,640,112株 20年3月期  18,640,112株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  375,814株 20年3月期  375,214株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  18,264,298株 20年3月期第1四半期  18,267,808株



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 

 当第１四半期におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題や原油価格の高騰などを背景にした米国景気後退

懸念の影響を受け、円高・株式市場の低迷・商品価格の急騰と経済全体に先行き不透明感が広がり、民間設備投資の

鈍化や個人消費の低迷を招くなど、景気は一段と減速懸念が強まりました。土木建設業界におきましても建築費の高

騰や改正建築基準法の影響等により新規着工件数が大きく後退し、厳しい環境のうちに推移しました。 

 このような環境の中、当社グループの切削機具事業では乾式工法や金属切断システムなど周辺環境に配慮した独自

工法の普及とオリジナル開発製品の拡販を展開し、製品販売はやや伸びたものの、全体工事需要の低下により工事消

耗品のダイヤモンドビットやブレードの売上は減少しました。特殊工事事業では耐震補強工事は順調でしたが高炉解

体などの金属切断工事が低下しました。建設・生活関連品事業では省エネ実現見込みの新製品が伸びた一方で建設工

事全体の需要低下により機械工具・材料消耗品の売上が減少しました。その他の事業においてはデイサービス・介護

付有料老人ホーム等の介護事業は順調に推移しましたが、自動制御盤・配電盤事業とＩＴ関連事業は民間設備投資低

下の影響でやや減少しました。 

 その結果、当第１四半期の連結業績は売上高20億36百万円(前年同期比10.4％減)、営業利益は△74百万円（前年同

期は△45百万円）となりました。また経常利益は△37百万円（前年同期は△27百万円）となり、第１四半期純利益

は、当第１四半期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用されたことに伴う棚卸資産の評価損53百万円を特

別損失に計上したことなどにより、△72百万円（前年同期は△31百万円）となりました。 

 当第１四半期におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。 

セグメント別売上高                                   （単位：千円） 

 （注）上記金額は外部顧客に対する売上高であり、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態の変動状況 

 当第１四半期末における総資産は、前期末から４億23百万円減少し114億59百万円となりました。流動資産は、売

上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少などにより４億24百万円減少し、47億42百万円となりました。固定資

産は、大きな変動は無く１百万円増加し、67億17百万円となりました。負債は前期末から２億90百万円減少し35億11

百万円となりました。流動負債は、仕入債務の支払いに伴う支払手形及び買掛金の減少、前期に係る法人税等の納付

による未払法人税等の減少などにより２億86百万円減少し30億50百万円となりました。固定負債は、大きな変動は無

く４百万円減少し４億61百万円となりました。なお、有利子負債も大きな変動は無く前期末から２百万円増の12億15

百万円となりました。純資産は、第１四半期純損失などにより前期末から１億33百万円減少し79億48百万円となりま

した。 

事 業 区 分 
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 増    減 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 増減率（％）

 切削機具事業 785,397 34.6 703,783 34.6 △81,614 △10.4 

 特殊工事事業 289,779 12.7 271,973 13.3 △17,805 △6.1 

 建設・生活関連品事業 875,250 38.5 759,350 37.3 △115,901 △13.2 

 その他の事業 322,813 14.2 301,085 14.8 △21,728 △6.7 

合    計 2,273,238 100.0 2,036,191 100.0 △237,048 △10.4 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの売上および利益は年度末を迎える第４四半期に納入完工する業界の季節偏重の影響を受けるため、

当第１四半期の連結売上高は表記のとおり厳しい状況にありますが、夏休み期間中の第２四半期に耐震工事の需要が

集中的に増加することなどを踏まえ、現況は概ね予定していた範囲内で推移しており、現時点におきましては平成20

年5月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

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） 

  該当事項はありません。 

（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 

  該当事項はありません。 

（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 

  会計処理基準に関する事項の変更 

   ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。 

 また、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）に基づいて作成しております。 

   ②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、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第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

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ4,235千円、税金等調整前四半期純利益は、57,584千円減

少しております。 

   ③「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 

  当第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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

   ④リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、リース取引開始日が会計基準

適用初年度開始後のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判

定されたものについては、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権

移転外ファイナンス・リース取引と判定されたもの及びリース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下

の少額リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 



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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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 773,340 845,421

受取手形及び売掛金 2,286,186 2,619,245

有価証券 107,631 199,967

商品及び製品 1,082,841 1,115,221

仕掛品 36,280 42,414

原材料及び貯蔵品 209,446 198,985

その他 250,160 149,879

貸倒引当金 △4,351 △5,663

流動資産合計 4,741,534 5,165,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,828,249 3,828,611

減価償却累計額 △2,156,845 △2,139,136

建物及び構築物（純額） 1,671,404 1,689,475

土地 3,892,925 3,892,925

その他 1,162,146 1,167,299

減価償却累計額 △993,392 △987,917

その他（純額） 168,753 179,382

有形固定資産合計 5,733,082 5,761,782

無形固定資産   

のれん 33,459 37,598

その他 61,427 63,244

無形固定資産合計 94,886 100,842

投資その他の資産   

投資有価証券 463,928 406,178

その他 513,288 551,860

貸倒引当金 △87,822 △103,962

投資その他の資産合計 889,395 854,076

固定資産合計 6,717,363 6,716,700

資産合計 11,458,897 11,882,168



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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   

支払手形及び買掛金 1,714,814 1,953,218

短期借入金 1,054,303 1,040,143

未払法人税等 18,697 104,645

賞与引当金 54,540 75,431

完成工事補償引当金 262 229

その他 207,236 161,941

流動負債合計 3,049,852 3,335,607

固定負債   

長期借入金 160,547 172,255

退職給付引当金 220,114 214,391

役員退職慰労引当金 44,092 41,642

その他 36,009 36,856

固定負債合計 460,761 465,143

負債合計 3,510,613 3,800,750

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 3,965,381 3,965,381

利益剰余金 △35,889 81,805

自己株式 △53,645 △53,549

株主資本合計 7,966,117 8,083,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △110,569 △111,592

為替換算調整勘定 △3,973 5,621

評価・換算差額等合計 △114,541 △105,971

少数株主持分 96,709 103,482

純資産合計 7,948,284 8,081,418

負債純資産合計 11,458,897 11,882,168



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,036,191

売上原価 1,601,439

売上総利益 434,752

販売費及び一般管理費 508,350

営業利益 △73,598

営業外収益  

受取利息 913

受取配当金 2,421

有価証券運用益 27,926

受取手数料 2,451

受取家賃 4,269

その他 8,083

営業外収益合計 46,063

営業外費用  

支払利息 3,505

為替差損 3,731

その他 2,027

営業外費用合計 9,263

経常利益 △36,798

特別利益  

固定資産売却益 668

特別利益合計 668

特別損失  

固定資産売却損 164

固定資産除却損 125

たな卸資産評価損 53,349

特別損失合計 53,637

税金等調整前四半期純利益 △89,767

法人税、住民税及び事業税 11,420

法人税等調整額 △27,916

法人税等合計 △16,496

少数株主利益 △1,240

四半期純利益 △72,032



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報 

  事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
切削機具事業 

（千円） 

特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 

（千円） 

その他の事業 

（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 
703,783 271,973 759,350 301,085 2,036,191 － 2,036,191 

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
－ － 6,403 5,683 12,086 △12,086 － 

計 703,783 271,973 765,753 306,768 2,048,277 △12,086 2,036,191 

 営業利益 △2,993 △2,219 4,976 △2,257 △2,492 △71,106 △73,598 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

     前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,273,238 

Ⅱ 売上原価 1,774,243 

 売上総利益 498,995 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 543,868 

 営業損失（△） △44,872 

Ⅳ 営業外収益 27,052 

 受取利息  763 

 受取配当金 3,760 

 売買有価証券運用益 10,357 

 受取手数料 2,632 

 受取家賃 4,617 

 その他  4,923 

Ⅴ 営業外費用 8,703 

 支払利息 3,859 

 その他  4,844 

 経常損失（△） △26,523 

Ⅴ 特別利益 － 

Ⅵ 特別損失 429 

 税金等調整前第１四半
期純損失（△）  

△26,952 

 法人税、住民税及び事
業税 8,807 

 法人税等調整額 2,009 

 少数株主損失（△） △6,513 

 第１四半期純損失(△) △31,254 



（２）セグメント情報 

  事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
切削機具事業 

（千円） 

特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 

（千円） 

その他の事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益               

 売上高               

 外部顧客に対する売

上高 
785,397 289,779 875,250 322,813 2,273,238 － 2,273,238 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 5,888 7,551 13,438 △13,438 － 

計 785,397 289,779 881,138 330,363 2,286,677 △13,438 2,273,238 

 営業費用 762,766 280,018 865,043 345,450 2,253,277 64,834 2,318,111 

 営業利益 22,631 7,961 16,095 △15,087 33,399 △78,272 △44,872 
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