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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,607 ― 432 ― 461 ― 202 ―
20年3月期第3四半期 19,132 ― 772 ― 792 ― 479 ―

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3四半期 36.29 ―
20年3月期第3四半期 85.85 ―

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3四半期 11,099 4,207 37.2 738.61
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3四半期  4,123百万円 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） ――― ――― ――― 7.50 7.50

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 20,000 △22.3 270 △72.5 300 △70.2 165 △72.0 29.54

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  

（注） 詳細は、2ページ【定性情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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、2ページ【定性情報・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
まな要因によって予想数値と異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」に従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3四半期  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3四半期  574,640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3四半期  5,583,919株 20年3月期第3四半期  5,584,204株



 当第３四半期における国内経済は、激しく落ち込んでいます。その背景には、海外景気の急速な悪化、輸出の過度

の依存によるマイナス効果と景気下支え役としての内需の不在によるものです。サブプライム危機に端を発した信用

不安、金融危機が不況をより激しいものにしています。米国はリセッションにはいり、金融危機の震源地となった、

住宅市場の調整は難航しております。欧州経済も金融危機の影響を受けてマイナス成長が見込まれます。アジア経済

も米欧向け輸出の落ち込みにより、経済成長率は大幅な低下が予想されております。 

 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３四半期において受注

は、加速度的に減少を見せております。 

 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、売上、利益の減少を示しました。 

 上記の結果当第３四半期の連結売上高は１６６億７百万円となりました。連結営業利益は４億３千２百万円、連結

経常利益は４億６千１百万円、四半期純利益は２億２百万円となりました。 

  

 当第３四半期における総資産は１１０億９千９百万円となり、前連結会計年度の末に比べ２３億６千万円減少致

しました。これは、主として、受取手形及び売掛金の減少、支払手形及び買掛金の減少等であります。純資産は４

２億７百万円となり、前連結会計年度の末に比べ１億４千７百万円減少しました。 

 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２億２千１百万円の収入となりました。主な要因

としては売上債権の減少によるものです。投資活動においては２千９百万円の支出となりました。主な要因は有形

固定資産の取得による支出によるものです。 

 財務活動においては７千１百万円の収入となりました。主な要因は長期借入金による収入によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は２６億３千９百万円となりました。 

  

 金融市場の混乱の収束が見えません。景気の減速感は加速度的に増しております。各企業の設備投資意欲は非常

に冷え込んでおります。工作機械業界の環境はより一層厳しくなっております。通期業績予想は当初計画を大幅に

下回る見込です。 

 通期の業績見通しは売上高２００億円（２２．３％減）営業利益は２億７千万円（７２．５％減）経常利益は３

億円（７０．２％減）当期純利益は１億６千５百万円（７２．０％減）となる見込です。 

 詳細につきましては、平成２１年２月１２日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

該当事項はありません。  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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３四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・

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 



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。 

④ 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日以降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３四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた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適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引

き続き採用しております。 

  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。  

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,784,831 2,604,362

受取手形及び売掛金 4,634,659 6,742,177

商品 331,721 494,119

その他 429,289 412,046

貸倒引当金 △2,087 △8,986

流動資産合計 8,178,415 10,243,720

固定資産   

有形固定資産 1,201,583 1,191,207

無形固定資産   

その他 14,639 6,607

無形固定資産合計 14,639 6,607

投資その他の資産   

その他 1,762,757 2,081,221

貸倒引当金 △57,804 △62,768

投資その他の資産合計 1,704,952 2,018,453

固定資産合計 2,921,175 3,216,268

繰延資産 106 437

資産合計 11,099,697 13,460,426

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,850,806 6,767,315

短期借入金 665,332 646,388

未払法人税等 21,604 199,627

賞与引当金 43,955 138,467

役員賞与引当金 － 31,500

その他 261,463 358,590

流動負債合計 5,843,161 8,141,888

固定負債   

長期借入金 284,836 157,621

役員退職給与引当金 208,440 197,577

その他 556,157 609,176

固定負債合計 1,049,433 964,375

負債合計 6,892,595 9,106,264



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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 3,254,341 3,124,302

自己株式 △116,120 △115,681

株主資本合計 3,816,020 3,686,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,985 211,282

繰延ヘッジ損益 － 7,363

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △79,045 15,546

評価・換算差額等合計 307,896 578,148

少数株主持分 83,185 89,593

純資産合計 4,207,102 4,354,161

負債純資産合計 11,099,697 13,460,426



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 16,607,201

売上原価 14,393,454

売上総利益 2,213,747

販売費及び一般管理費 1,781,484

営業利益 432,262

営業外収益  

受取利息 4,758

受取配当金 16,464

受取賃貸料 73,404

その他 21,108

営業外収益合計 115,735

営業外費用  

支払利息 8,903

不動産賃貸費用 18,214

為替差損 22,649

債権売却損 20,215

その他 16,322

営業外費用合計 86,306

経常利益 461,691

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,862

その他 1,160

特別利益合計 13,022

特別損失  

投資有価証券評価損 121,949

その他 143

特別損失合計 122,093

税金等調整前四半期純利益 352,620

法人税、住民税及び事業税 82,436

法人税等調整額 52,527

法人税等合計 134,964

少数株主利益 15,021

四半期純利益 202,633



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 352,620

減価償却費 34,171

役員退職給与引当金の増減額（△は減少） 11,595

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,512

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） △11,862

受取利息及び受取配当金 △21,222

支払利息 8,903

為替差損益（△は益） 11,374

投資有価証券評価損益（△は益） 121,949

固定資産除売却損益（△は益） △134

売上債権の増減額（△は増加） 2,010,871

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,595

仕入債務の増減額（△は減少） △1,838,443

前渡金の増減額（△は増加） △29,014

前受金の増減額（△は減少） △78,682

未収消費税等の増減額（△は増加） 67,369

その他 △237,642

小計 407,438

利息及び配当金の受取額 21,222

利息の支払額 △8,789

法人税等の支払額 △198,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,599

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 △49,878

有形固定資産の売却による収入 278

投資有価証券の取得による支出 △35,909

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 6,684

その他 48,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,731

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 350,000

長期借入金の返済による支出 △153,841

自己株式の取得による支出 △439

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 71,546

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180,469

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 2,639,831



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第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） 

機械・工具販売業の売上高及び営業利益の金額は、全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。   

  

当第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） 

 （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   

  

当第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） 

 （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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

  
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 
12,684,663 1,916,472 661,366 1,344,699 16,607,201 -  16,607,201 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,917,960 4,246 2,619 12,986 1,937,813 (1,937,813)  - 

計 14,602,623 1,920,719 663,986 1,357,686 18,545,014 (1,937,813) 16,607,201 

営業利益 317,348 28,245 △813 87,523 432,303 (40) 432,262 

c．海外売上高 

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,919,938 663,748 1,577,362 15,193 4,176,242 

Ⅱ．連結売上高（千円）  - -  -  -  16,607,201 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
11.6 4.0 9.5 0.1 25.2 

（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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  19,132,334

Ⅱ 売上原価  16,512,294

売上総利益    2,620,039

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,848,024

営業利益      772,015

Ⅳ 営業外収益  112,065

Ⅴ 営業外費用  91,458

経常利益  792,622

Ⅵ 特別利益  14,175

Ⅶ 特別損失  3,949

税金等調整前四半期純利益  802,847

税金費用  299,197

少数株主利益   24,263

四半期純利益  479,386



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  802,847

減価償却費   36,113

売上債権の減少額   238,619

仕入債務の減少額  △110,221

その他   211,172

小計  1,178,530

法人税等の支払額  △423,112

その他   11,328

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  766,746

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  

△52,332

その他  △5,735

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△58,068

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  

△157,480

自己株式の取得による支
出  

△78

配当金の支払額 △67,011

その他  △2,192

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△226,761

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  4,714

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  486,631

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期末
残高  2,309,730
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