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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,371 ― △99 ― △70 ― △212 ―

20年3月期第2四半期 4,785 △1.3 5 △79.1 31 77.4 △6 ―

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2四半期 △11.62 ―

20年3月期第2四半期 △0.34 ―

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2四半期 11,703 7,861 66.3 424.64
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2四半期  7,755百万円 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  有  
 

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 ― 0.00 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1.50 1.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,650 △3.7 10 △93.8 40 △70.6 △160 ― △8.76

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。なお、四半期連結財務諸表は、「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７条第１項第５号ただし書きにより、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。  

 

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2四半期  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2四半期  378,721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2四半期  18,263,406株 20年3月期第2四半期  18,270,245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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱を背景に景気の先行き不透明感が広がり、設備投資の鈍化や個人消費の低迷が続くなど全体的に景気は後退懸

念が強くなりました。土木建設業界におきましても不動産流動化による開発事業が建築費の高騰等により一部延期や

見直しがおきるなど新規着工件数は減少し、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ダイヤモンドワイヤーによる乾式切断工法や金属切断システ

ムの普及拡販を展開し、小型ワイヤーソーの販売は伸びたものの、全体工事需要が低下し配管設備工事が減少したた

め、コアドリルの販売が伸び悩み、ダイヤモンドビットやブレード等の切削消耗品売上も減少しました。特殊工事事

業では橋梁等の耐震補強工事や高炉解体工事がほぼ前年並みの中、市中ビル等一般建設需要が落ち、アンカー工事や

ボンド工事が減少しました。生活関連品事業では建設材料の高騰により、買い控えの影響で機械工具・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拡大しま

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２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高43億71百万円(前年同期比8.7％減)、営業利益は△99百

万円（前年同期は５百万円）、経常利益は△70百万円（前年同期は31百万円）となりました。また四半期純利益は、

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53百万円と投資有価

証券評価損１億６百万円および投資有価証券売却損73百万円を特別損失に計上したことなどにより、△２億12百万円

（前年同期は△６百万円）となりました。

　当第２四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）

事　業　区　分
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 増　　　　減

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％） 金　額 増減率（％）

　切削機具事業 1,676,804 35.1 1,471,648 33.7 △205,156 △12.2

　特殊工事事業 680,851 14.2 628,847 14.4 △52,005 △7.6

　建設・生活関連品事業 1,786,368 37.3 1,665,243 38.1 △121,125 △6.8

　その他の事業 641,259 13.4 605,360 13.8 △35,899 △5.6

合　　　　計 4,785,282 100.0 4,371,097 100.0 △414,185 △8.7

　（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。

※なお、本項における前年同期比較に関する情報は、当期より四半期会計基準等を適用したことにより、参考情報と

して記載しています。

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２四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末から１億79百万円減少し117億３百万円となりまし

た。

　流動資産は、現金及び預金が１億27百万円、有価証券が56百万円、繰延税金資産が１億31百万円増加しましたが、

売上債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が３億38百万円減少し、全体では16百万円減少し51億50百万円となりまし

た。

　有形固定資産、無形固定資産には大きな変動は無く、有形固定資産は32百万円減少し57億29百万円、無形固定資産

は12百万円減少し89百万円となりました。投資その他の資産は、投資有価証券が減損などにより66百万円の減少、繰

延税金資産が41百万円の減少などにより１億18百万円減少し７億36百万円となり、固定資産全体では１億63百万円減

少し65億54百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から42百万円増加し38億43百万円となりました。

　流動負債は、有価証券の取得に伴う未払金の増加１億17百万円、賞与引当金が11百万円増加しましたが、仕入債務

の支払に伴う支払手形及び買掛金の減少２億52百万円、未払法人税等71百万円の減少により全体では、１億76百万円

減少し31億59百万円となりました。

　固定負債は、長期の資金調達３億50百万円を行ったため長期借入金が２億３百万円増加したことなどにより２億18

百万円増加し６億83百万円となりました。

　なお、有利子負債も２億14百万円増加し、14億27百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が配当金の支払い46百万円、第２四半期純損失２億12

百万円の合計で２億58百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が35百万円増加したことなどで全体では、前

連結会計年度末から２億21百万円減少し、78億61百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　全世界的な金融市場の混乱は日本経済にも大きな影響をもたらし、今後におきましても景気後退懸念が広がり不安

定な経済環境が続くものと思われます。建設土木業界におきましても当社の主力とする建物のリニューアル市場の潜

在需要は強いものがありますが、原材料の高騰が顕著になる中、建設費用の上昇による設備投資の抑制や住宅の買い

控えなど新築需要が大きく後退し全体市場は後退傾向にあり予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況を踏まえ、当面の市場好転は厳しいものと見込み、通期の連結業績見通しを連結売上高96億50百万

円（対前年度比3.7%減）、連結営業利益10百万円（対前年度比93.8%減）、連結経常利益４0百万円（対前年度比70.6%

減）、連結当期純利益△１億60百万円（前年度は純利益35百万円）とし平成20年８月22日に開示しております。

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

　　　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。なお、四半期連結財務諸表は、「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７条

第１項第５号ただし書きにより、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ11,330千円、税金等調整前四

半期純損失は、64,679千円増加しております。

　　　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

　　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。

　これによる当第２四半期連結累計期間の損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、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。

　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 972,740 845,421

受取手形及び売掛金 2,281,413 2,619,245

有価証券 256,063 199,967

商品及び製品 1,052,854 1,115,221

仕掛品 60,023 42,414

原材料及び貯蔵品 197,209 198,985

その他 333,990 149,879

貸倒引当金 △4,621 △5,663

流動資産合計 5,149,671 5,165,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,828,585 3,828,611

減価償却累計額 △2,174,927 △2,139,136

建物及び構築物（純額） 1,653,658 1,689,475

土地 3,892,925 3,892,925

その他 1,190,753 1,167,299

減価償却累計額 △1,007,995 △987,917

その他（純額） 182,758 179,382

有形固定資産合計 5,729,341 5,761,782

無形固定資産   

のれん 29,320 37,598

その他 59,287 63,244

無形固定資産合計 88,607 100,842

投資その他の資産   

投資有価証券 340,145 406,178

その他 468,856 551,860

貸倒引当金 △73,265 △103,962

投資その他の資産合計 735,737 854,076

固定資産合計 6,553,685 6,716,700

資産合計 11,703,356 11,882,168



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,701,561 1,953,218

短期借入金 1,051,181 1,040,143

未払法人税等 33,926 104,645

賞与引当金 86,000 75,431

完成工事補償引当金 271 229

その他 286,424 161,941

流動負債合計 3,159,363 3,335,607

固定負債   

長期借入金 375,699 172,255

退職給付引当金 226,441 214,391

役員退職慰労引当金 46,504 41,642

その他 34,713 36,856

固定負債合計 683,358 465,143

負債合計 3,842,720 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 3,965,386 3,965,381

利益剰余金 △176,030 81,805

自己株式 △54,123 △53,549

株主資本合計 7,825,503 8,083,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,179 △111,592

為替換算調整勘定 5,207 5,621

評価・換算差額等合計 △70,973 △105,971

少数株主持分 106,105 103,482

純資産合計 7,860,635 8,081,418

負債純資産合計 11,703,356 11,882,168



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,371,097

売上原価 3,438,496

売上総利益 932,601

販売費及び一般管理費 1,031,964

営業損失（△） △99,363

営業外収益  

受取利息 2,269

受取配当金 5,152

有価証券運用益 10,982

受取手数料 4,830

受取家賃 8,543

その他 12,708

営業外収益合計 44,484

営業外費用  

支払利息 7,467

為替差損 1,890

その他 5,393

営業外費用合計 14,750

経常損失（△） △69,629

特別利益  

固定資産売却益 676

特別利益合計 676

特別損失  

固定資産売却損 164

固定資産除却損 239

投資有価証券売却損 73,448

投資有価証券評価損 105,649

たな卸資産評価損 53,349

特別損失合計 232,848

税金等調整前四半期純損失（△） △301,801

法人税、住民税及び事業税 22,627

法人税等調整額 △115,028

法人税等合計 △92,401

少数株主利益 2,773

四半期純損失（△） △212,173



　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。なお、四半期連結財務諸表は、「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７条第１項第５号ただし

書きにより、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。

（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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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        

(１)外部顧客に対する

売上高
1,471,648 628,847 1,665,243 605,360 4,371,097 － 4,371,097

(２)セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － 14,667 11,760 26,427 △26,427 －

計 1,471,648 628,847 1,679,910 617,119 4,397,524 △26,427 4,371,097

　営業利益 14,230 9,888 30,032 3,722 57,872 △157,234 △99,363

 

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,785,282

Ⅱ　売上原価 3,721,977

　売上総利益 1,063,305

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,057,986

　営業利益 5,319

Ⅳ　営業外収益 44,221

　受取利息　 6,376

　受取配当金 4,972

　売買有価証券運用益 9,634

　受取手数料 4,937

　受取家賃 9,246

　その他　 9,057

Ⅴ　営業外費用 18,175

　支払利息 7,669

　貸倒引当金繰入額 8,000

　その他 2,506

　経常利益 31,365

Ⅴ　特別利益 16

Ⅵ　特別損失 755

　税金等調整前第２四半期
純利益

30,627

　法人税、住民税及び事業
税

51,904

　法人税等調整額 △9,933

　少数株主損失（△） △5,145

　第１四半期純損失(△) △6,200

－ 2 －



（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９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
1,676,804 680,851 1,786,368 641,259 4,785,282 － 4,785,282

　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 14,322 10,707 25,029 △25,029 －

計 1,676,804 680,851 1,800,690 651,966 4,810,311 △25,029 4,785,282

　営業費用 1,603,979 639,915 1,743,571 665,321 4,652,787 127,176 4,779,963

　営業利益 72,826 40,936 57,119 △13,355 157,525 △152,206 5,319

－ 3 －
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