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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 1,399 ― △161 ― △160 ― △113 ―

20年12月期第1四半期 3,270 △12.5 13 △87.4 33 △71.6 27 △52.8

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12月期第1四半期 △9.57 ―

20年12月期第1四半期 2.35 2.34

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12月期第1四半期 9,467 5,708 60.1 481.27
20年12月期 10,195 5,895 57.7 497.11

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  5,692百万円 20年12月期  5,879百万円

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12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  有  
 

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

2,600 ― △328 ― △320 ― △217 ― △18.35

通期 7,800 △41.2 △236 ― △220 ― △145 ― △12.26
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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、４ページ【定性的情報・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、４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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により上記予想値とことなる場合があります。 
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12月期第1四半期 11,837,240株 20年12月期  11,837,240株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  9,277株 20年12月期  9,185株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 11,827,999株 20年12月期第1四半期 11,817,089株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況の影響により景気が後退し、電機、自動車メーカ

ーを中心に生産調整が行われ、これにより雇用不安と個人消費の減退が見られ、企業業績にも急激な悪化が見られま

した。  

こうした中、当社グループの経営成績は、この世界同時不況が、電機、自動車関連を主要顧客とする当社の経営環

境にも大きく影響したため、業務の効率化及びコストの削減を実践してまいりましたが非常に厳しい経営成績となり

ました。 

その結果、電子機器の需要が大幅に減少したことにより連結売上高は13億９千９百万円、営業損失１億６千１百万

円、経常損失１億６千万円、四半期純損失１億１千３百万円となりました。 

主要な商品の概況は次のとおりです。 

電子部品実装機を中心とした電子機器は、大型の生産設備を有する台湾、中国の電機各社が生産調整に入り、設備

投資の凍結が見られた結果、売上高は２億８千４百万円となりました。  

工作機械は工具メーカー向けに工具研削盤の需要があり、売上高は２億３千４百万円となりました。 

産業機械は、大型商品であるコーティング装置の販売実績があったため、売上高は２億１千１百万円となりまし

た。 

光電子部品は当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱の取扱商品であり、光アンプが好調に推移した結

果、売上高は２億９千３百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

（流動資産） 

流動資産は前連結会年度末に比べ13.7％減少し50億３千８百万円となりました。これは売掛金の回収により受取手

形及び売掛金が７億２千２百万円減少し、現金及び預金が３億３千２百万円増加したことなどによるものです。 

（固定資産） 

固定資産は前連結会計年度末に比べ1.7％増加し44億２千８百万円となりました。これは名古屋支店隣接地の土地

取得により土地が４千５百万円増加しましたが、投資有価証券の時価下落により、投資有価証券が３千３百万円減少

したことなどによるものです。 

（流動負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ16.6％減少し26億１千４百万円となりました。これは短期借入金の増加が２億

円ありましたが、支払手形及び買掛金が６億１千９万円減少したことになどによるものです。 

（固定負債） 

固定負債は前連結会計年度末に比べ1.8％減少し11億４千４百万円となりました。これは長期期借入金が２千７百

万円減少したことになどによるものです。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ3.2％減少し57億８百万円となりました。これは四半期純損失１億１千３百万円

になったこと及び配当金の支払が８千８百万円あり利益剰余金が２億１百万円減少したことによるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の四半期末残高は22億１千９百万

円となり、前連結会計年度末に比べ３億３千３百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの

主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は２億５千９百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が１

億６千６百万円、仕入債務の減少額が６億１千３百万円となりましたが、売上債権の減少額７億１千７百万円、棚卸

資産の減少額１億６千４百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３千９百万円となりました。これは主として、名古屋支店隣接地の土地取得等によ

り有形固定資産の取得による支出が４千１百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は１億１千１百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出３

億２千３百万円がありましたが、新たに短期借入れによる収入２億円、長期借入れによる収入３億円があったことに

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
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よるものです。 

  

 連結業績予想につきましては、世界同時不況による長引く景気の低迷が、想定以上に当社の経営環境への影響が大

きいことから見直しをいたしました。詳細につきましては本日発表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

  

  

該当事項はありません。  

  

   

 棚卸資産の評価方法 

四半期会計期末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定しております。  

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末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り算定しております。 

  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準  

 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

務諸表に基づいて作成しております。 

② 棚卸資産に関する会計基準 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（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。 

これによる第1四半期連結財務諸表およにセグメント情報に与える影響はありません。  

  

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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,198,682 1,866,373 

受取手形及び売掛金 1,053,478 1,775,664 

有価証券 11,280 12,787 

商品 1,183,573 1,346,442 

その他 594,662 843,066 

貸倒引当金 △2,802 △3,406 

流動資産合計 5,038,873 5,840,927 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 594,011 603,889 

土地 1,742,311 1,697,233 

その他（純額） 27,054 33,018 

有形固定資産合計 2,363,377 2,334,142 

無形固定資産   

その他 52,974 59,935 

無形固定資産合計 52,974 59,935 

投資その他の資産   

投資有価証券 284,198 317,351 

投資不動産（純額） 783,600 788,871 

差入保証金 725,797 725,157 

その他 343,241 246,430 

貸倒引当金 △124,712 △116,880 

投資その他の資産合計 2,012,124 1,960,929 

固定資産合計 4,428,476 4,355,007 

資産合計 9,467,350 10,195,935 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 581,205 1,200,648 

短期借入金 200,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 1,045,833 1,041,736 

未払法人税等 7,233 10,252 

その他 780,159 881,527 

流動負債合計 2,614,431 3,134,164 

固定負債   

長期借入金 971,558 998,910 

退職給付引当金 152,828 147,116 

その他 20,410 20,290 

固定負債合計 1,144,796 1,166,316 

負債合計 3,759,228 4,300,481 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,312,392 2,514,325 

自己株式 △2,974 △2,958 

株主資本合計 5,681,516 5,883,465 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,040 33,880 

繰延ヘッジ損益 184 △29,632 

為替換算調整勘定 △3,283 △7,924 

評価・換算差額等合計 10,941 △3,676 

新株予約権 15,664 15,664 

純資産合計 5,708,122 5,895,453 

負債純資産合計 9,467,350 10,195,935 
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,399,863

売上原価 1,097,601

売上総利益 302,261

販売費及び一般管理費 463,483

営業損失（△） △161,221

営業外収益  

受取利息 5,944

受取配当金 2,208

不動産賃貸料 8,451

その他 4,415

営業外収益合計 21,019

営業外費用  

支払利息 10,069

不動産賃貸費用 5,270

その他 4,603

営業外費用合計 19,943

経常損失（△） △160,145

特別損失  

前期損益修正損 6,290

特別損失合計 6,290

税金等調整前四半期純損失（△） △166,435

法人税、住民税及び事業税 5,063

法人税等調整額 △58,276

法人税等合計 △53,213

四半期純損失（△） △113,222
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 △166,435

減価償却費 19,770

受取利息及び受取配当金 △8,153

支払利息 10,069

売上債権の増減額（△は増加） 717,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,028

仕入債務の増減額（△は減少） △613,400

その他 158,232

小計 281,156

利息及び配当金の受取額 2,376

利息の支払額 △10,558

法人税等の支払額 △13,302

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,671

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 △41,027

投資有価証券の取得による支出 △298

その他 1,558

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,767

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △323,255

配当金の支払額 △65,519

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333,310

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,219,228
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 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１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）において、当社グループは設備

機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機械及び光電子部品の販

売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）において、全セグメントの売上

高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める国内事業の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

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

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。 

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国 

（2）その他の地域…………………米国 

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。  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  39,360  34  39,394

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,399,863

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 2.8  0.0  2.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同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20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  3,270,289

Ⅱ 売上原価  2,722,536

売上総利益  547,753

Ⅲ 販売費及び一般管理費  534,319

営業利益  13,433

Ⅳ 営業外収益  36,128

Ⅴ 営業外費用  16,526

経常利益  33,035

税金等調整前四半期純利益  33,035

税金費用  5,213

四半期純利益  27,822
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

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  33,035

 減価償却費  14,962

 売上債権の増加額 △32,636

 棚卸資産の増加額 △495,458

 仕入債務の増加額  129,425

 その他 △255,639

小計 △606,310

 法人税等の支払額 △163,601

 その他 △6,476

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△776,388

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△5,851

 有形固定資産の取得によ
る支出 

△298

 その他 △2,478

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△8,628

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期借入れによる収入  560,000

 短期借入金の返済による
支出 

△60,000

 長期借入金の返済による
支出  350,000

 配当の支払額 △63,027

 その他 △16

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  506,837

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△3,300

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△281,480

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,760,099

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  1,478,618
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