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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 11,727 ― 295 ― 392 ― 213 ―
20年3月期第2四半期 12,054 △2.3 532 17.9 545 6.1 321 16.5

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 38.17 ―
20年3月期第2四半期 57.62 ―

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 11,715 4,340 36.3 762.58
20年3月期 13,460 4,354 31.7 763.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,258百万円 20年3月期  4,264百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 20,000 △22.3 440 △55.2 650 △35.5 350 △40.6 62.68

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  有  

(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） 

(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、そのほか特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手している情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等はさまざ
わ要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  6,158,000株 20年3月期  6,158,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  573,840株 20年3月期  573,840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  5,584,160株 20年3月期第2四半期  5,584,226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国内経済は、個人消費の不振、鉱工業生産の減産、輸出のマイナス等によ

り景気後退局面に入っております。サブプライムローン問題の長期化による米国経済の減速、原材料価格の高騰

の影響により設備投資・個人消費とも減少を示しています。米国では個人消費は減税により失速を回避したよう

に見えましたが、７～９月では雇用低迷、物価高、逆資産効果等により悪化しています。欧州も個人消費の低

迷、住宅市場の調整圧力により停滞しています。アジア経済は輸出の低下が見込まれ、経済は下降局面になるこ

とが予想されます。 

 このようなマクロ経済の状況の中で、当社主力取扱製品であるわが国の工作機械業界は当第２四半期において

受注は、輸出も減少に転じており、全体として３ヶ月連続で減少しております。 

 この景況の中で、当社グループ国内においても海外においてもユーザーの近くでの営業を心がけて、業務を推

進してまいりましたが、受注、売上、利益の減少を示しました。 

 上記の結果当第２四半期連結累計期間の連結売上高は１１７億２千７百万円となりました。連結営業利益は２億

９千５百万円、連結経常利益は３億９千２百万円、四半期純利益は２億１千３百万円となりました。  

  

２．連結財政状態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総資産は１１７億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１７億４

千５百万円減少致しました。これは、主として、受取手形及び売掛金の減少等であります。負債合計は７３億７

千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１７億３千１百万円減少しました。これは主として、支払手形及び

買掛金の減少等であります。純資産は４３億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ１千４百万円減少しまし

た。 

 キャッシュフローの状況につきましては、営業活動においては２億７千９百万円の支出となりました。主な要

因としては仕入債務の減少によるものです。投資活動においては３千１百万円の支出となりました。主な要因は

投資有価証券の取得によるものです。 

 財務活動においては５千３百万円の支出となりました。主な要因は借入金の返済によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は２６億８千３百万円となりました。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 金融市場の混乱等により景気の減速感がますます強まり、各企業の設備投資意欲が一段と冷え込んでおりま

す。工作機械業界の厳しい経営環境は今後も継続することが予測され、通期の業績見通しにつきましては当初計

画を下回る見込みであります。 

 通期の業績見通しは、売上高２００億円（前年同期比２２．３％減）、営業利益４億４千万円（同５５．２％

減）、経常利益６億５千万円（同３５．５％減）、当期純利益３億５千万円（同４０．６％減）となる見込みで

あります。 

 詳細につきましては、平成20年10月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。   

  

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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

② 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結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、前連結会計年度末の実地棚卸

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。 

 また、棚卸資産の帳簿切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り

簿価切下げを行う方法によっております。 

  

③ 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、連結会計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。 

  

④ 法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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  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。 

  

②  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動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、主として移動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。 

 これに伴う損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

③  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存外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」

（実務対応報告第１８号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これに伴う損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  



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 2,828,352 2,604,362

受取手形及び売掛金 5,241,996 6,742,177

商品 303,420 494,119

その他 291,109 412,046

貸倒引当金 △2,302 △8,986

流動資産合計 8,662,576 10,243,720

固定資産   

有形固定資産 1,198,011 1,191,207

無形固定資産   

その他 6,175 6,607

無形固定資産合計 6,175 6,607

投資その他の資産 1,848,429 2,018,453

固定資産合計 3,052,616 3,216,268

繰延資産 217 437

資産合計 11,715,410 13,460,426

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,376,416 6,767,315

短期借入金 576,788 646,388

未払法人税等 120,872 199,627

賞与引当金 117,578 138,467

役員賞与引当金 － 31,500

その他 306,173 358,590

流動負債合計 6,497,827 8,141,888

固定負債   

長期借入金 121,927 157,621

役員退職給与引当金 202,816 197,577

その他 552,414 609,176

固定負債合計 877,157 964,375

負債合計 7,374,984 9,106,264



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,264,840 3,124,302

自己株式 △115,681 △115,681

株主資本合計 3,826,959 3,686,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 125,100 211,282

繰延ヘッジ損益 3,174 7,363

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △40,834 15,546

評価・換算差額等合計 431,396 578,148

少数株主持分 82,069 89,593

純資産合計 4,340,425 4,354,161

負債純資産合計 11,715,410 13,460,426



（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 11,727,852

売上原価 10,235,868

売上総利益 1,491,983

販売費及び一般管理費 1,196,720

営業利益 295,263

営業外収益  

受取利息 4,199

受取配当金 10,277

受取賃貸料 48,312

為替差益 57,745

その他 14,927

営業外収益合計 135,463

営業外費用  

支払利息 6,018

不動産賃貸費用 11,726

債権売却損 14,996

その他 5,786

営業外費用合計 38,528

経常利益 392,198

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,689

その他 981

特別利益合計 10,671

特別損失  

投資有価証券評価損 51,746

その他 52

特別損失合計 51,798

税金等調整前四半期純利益 351,071

法人税、住民税及び事業税 122,967

法人税等調整額 4,573

法人税等合計 127,541

少数株主利益 10,397

四半期純利益 213,132



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 351,071

減価償却費 22,515

役員退職給与引当金の増減額（△は減少） 5,761

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,889

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,689

受取利息及び受取配当金 △14,476

支払利息 6,018

為替差損益（△は益） 1,297

投資有価証券評価損益（△は益） 51,746

固定資産除売却損益（△は益） △47

売上債権の増減額（△は増加） 1,434,101

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,116

仕入債務の増減額（△は減少） △1,331,464

前渡金の増減額（△は増加） 14,446

前受金の増減額（△は減少） △13,159

未収消費税等の増減額（△は増加） 78,450

その他 △46,168

小計 665,131

利息及び配当金の受取額 14,476

利息の支払額 △5,904

法人税等の支払額 △198,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,061

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 △32,608

有形固定資産の売却による収入 99

投資有価証券の取得による支出 △31,511

投資有価証券の売却による収入 556

貸付金の回収による収入 4,737

その他 36,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,326

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △50,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △105,294

配当金の支払額 △72,594

少数株主への配当金の支払額 △1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,989

現金及び現金同等物の期首残高 2,459,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,683,352



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

ａ．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） 

機械・工具販売業の売上高及び営業利益の金額は、前セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも９０％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

 （注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。 

３．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、カナダ 

(2）欧州…………………英国 

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア  

  

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（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 
9,130,265 1,349,979 374,272 873,334 11,727,852 -  11,727,852 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,293,775 3,271 2,565 4,818 1,304,431 (1,304,431)  - 

計 10,424,041 1,353,251 376,837 878,153 13,032,283 (1,304,431) 11,727,852 

営業利益又は営業損失

(△) 
258,242 24,816 △16,000 70,502 337,560 (42,297) 295,263 

ｃ．海外売上高 

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国、カナダ 

(2）欧州…………英国、ドイツ 

(3）アジア………タイ、シンガポール、中国、インドネシア、台湾 

(4）その他………イスラエル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,353,445 376,654 1,088,641 15,193 2,833,934 

Ⅱ．連結売上高（千円）  - -  -  -  11,727,852 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
11.6 3.2 9.3 0.1 24.2 

（６）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。 

  



「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 

  

  
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） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  12,054,076

Ⅱ 売上原価  10,335,301

売上総利益  1,718,775

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,186,722

営業利益  532,053

Ⅳ 営業外収益  72,713

Ⅴ 営業外費用   
 59,762

経常利益  545,004

Ⅵ 特別利益  14,326

Ⅶ 特別損失  3,952

税金等調整前中間純利益  555,378

税金費用   220,201

少数株主利益  13,406

中間純利益  321,770

    



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  555,378

減価償却費   22,685

売上債権の減少額   1,619,089

仕入債務の減少額  △478,453

その他  △310,537

小計  1,408,161

法人税等の支払額  △214,834

その他  5,732

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,199,059

Ⅱ 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  

△43,116

その他  33,785

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△9,331

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の返済による
支出 

△390,000

長期借入れによる収入  390,000

長期借入金の返済による
支出  

△97,825

配当金の支払額  △67,011

その他 △773

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△165,610

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  29,744

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  1,053,862

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,823,099

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  2,876,961
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