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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 1,270 ― 13 ― △3 ― △73 ―

21年2月期第1四半期 1,413 14.0 7 ― 31 ― 9 ―

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

22年2月期第1四半期 △1.04 ―

21年2月期第1四半期 0.15 ―

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

22年2月期第1四半期 6,561 3,415 52.0 47.88
21年2月期 6,707 3,479 51.9 48.75

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,415百万円 21年2月期  3,479百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

2,560 ― △10 ― △40 ― △85 ― △1.19

通期 5,450 △12.3 50 ― 15 ― △23 ― △0.32
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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．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 71,337,916株 21年2月期  71,337,916株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  20,850株 21年2月期  20,850株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 71,317,066株 21年2月期第1四半期 66,907,733株
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 当第１四半期連結会計期間(平成21年３月１日～平成21年５月31日)におけるわが国経済は、米国のサブプライムロ

ーン問題に端を発する世界的な金融市場の混乱による、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、景気

の後退感を一層強める状況となりました。 

 このような状況の下、当社グループは、試験機事業では、急激な景気悪化の影響による民間設備投資の凍結などか

ら試験機需要の落ち込みへの対策を進めましたものの、受注環境は厳しい状況が続きました。住生活事業(旧民生品

事業)では、不採算部門の合理化と中国市場への展開を重点的に進めておりますが成果を出すまでには至っておら

ず、世界的な不況もあり業績は低迷いたしました。デジタル事業、ゆるみ止めナット事業は概ね堅調に推移し、売上

高ならびに利益の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,270,959千円、経常損失3,342千円、四半期純損失は

73,911千円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①試験機事業 

 試験機事業では、Zwick社ねじ式試験機の拡販やグループ子会社との連携による営業展開等の施策をすすめている

ものの、受注環境は難しい状況が続きました。もっとも、受注から売上までに相当期間を要することなどから当第１

四半期連結会計期間の売上高への影響は比較的限定的でありました。 

 以上の結果、試験機事業の売上高は740,136千円、営業利益69,118千円となりました。 

②住生活事業 

 一昨年の主要取引先の経営破綻以降、不採算事業の中止や中国市場の開拓等の事業再構築を進めておりますが、世

界的な不況の影響もあり中国子会社の業績の低迷などにより苦戦いたしました。 

 以上の結果、住生活事業の売上高は316,760千円、営業損失は23,456千円となりました。 

 なお、平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。 

③デジタル事業 

 デジタル事業では、既存のネットワーク関連サービスが堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、デジタル事業の売上高は90,600千円、営業利益48,214千円となりました。 

④ゆるみ止めナット事業 

 ゆるみ止めナット事業では、既存製品のゆるみ止めスプリングなどが堅調なことから売上高は確保できたものの、

小口径のハイパーロードナットの若干の原価悪化やのれん償却費の負担などにより、利益確保に苦戦いたしました。

 以上の結果、ゆるみ止めナット事業の売上高は123,462千円、営業損失6,989千円となりました。 

 所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 国内では、当社を含め総じて堅調に推移し、特に㈱東京試験機の売上高ならびに高粗利率案件による利益が業績に

寄与いたしました。 

 以上の結果、売上高は1,026,350千円、営業利益は105,174千円となりました。  

②中国 

 中国では、子会社３社とも世界的な不況の影響により売上高が低迷し、厳しい状況となりました。 

 以上の結果、売上高は263,448千円、営業損失は21,489千円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、総資産は6,561,642千円となり、前連結会計年度末に

比べ146,275千円減少いたしました。 

 流動資産は3,545,905千円となり、前連結会計年度末に比べ138,599千円減少いたしました。これは主に現金及び預

金の増加303,429千円、受取手形及び売掛金の減少166,455千円、たな卸資産の減少186,207千円によるものでありま

す。 

 固定資産は2,998,025千円となり、前連結会計年度末に比べ725千円減少いたしました。これは主に繰延税金資産の

増加41,197千円、のれんの償却15,328千円、その他に減価償却費の計上によるものであります。 

 繰延資産は17,711千円となり、前連結会計年度末に比べ6,950千円減少いたしました。これは主に株式交付費なら

びに社債発行費の償却によるものであります。 

 負債合計は3,146,389千円となり、前連結会計年度末に比べ82,491千円減少いたしました。これは主に支払手形及

び買掛金の減少183,448千円、長期借入金の増加94,042千円、社債の償還30,000千円によるものであります。 

 純資産は3,415,252千円となり、前連結会計年度末に比べ63,783千円減少いたしました。これは主に当四半期純損

失73,911千円によるものであります。 

【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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 次に、第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ319,429千円増加し、

1,322,668千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は225,883千円となりまし

た。これは主に売上債権の減少186,578千円、たな卸資産の減少145,574千円、減価償却費58,800千円等によるもので

あります。 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は8,553千円となりました。

これは主に定期預金の払戻16,000千円の資金増加、有形固定資産の取得6,881千円等の支出によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は64,004千円となりました。

これは主に借入金の増加額150,000千円、一方借入金の返済額55,958千円による支出等によるものであります。  

  

 平成21年４月14日に公表いたしました平成22年２月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日

公表の「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。 

  

   

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第１四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出する方法によっております。 

（固定資産の原価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

  

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）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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  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」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。 

  この結果、従来の変更によった場合に比べて、営業利益が7,886千円減少し、経常損失が7,886千円税金等調

整前四半期純損失が55,605千円増加しております。  

  

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５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,366,668 1,063,239

受取手形及び売掛金 ※3  1,305,746 ※3  1,472,201

商品 14,983 11,907

製品 257,685 304,264

半製品 4,324 2,822

原材料及び貯蔵品 116,752 120,383

仕掛品 291,184 431,760

繰延税金資産 5,765 5,765

その他 244,234 290,372

貸倒引当金 △61,439 △18,212

流動資産合計 3,545,905 3,684,505

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  454,955 ※1  452,427

機械装置及び運搬具（純額） ※1  319,860 ※1  328,279

土地 1,478,684 1,478,684

建設仮勘定 17,252 13,127

工具、器具及び備品（純額） ※1  204,510 ※1  231,489

有形固定資産合計 2,475,263 2,504,008

無形固定資産   

借地権 41,957 43,033

のれん 307,047 322,376

その他 26,409 47,166

無形固定資産合計 375,415 412,577

投資その他の資産   

投資有価証券 12,635 12,537

保険積立金 26,141 25,923

繰延税金資産 41,370 173

破産更生債権等 161,456 157,309

その他 67,199 43,531

貸倒引当金 △161,456 △157,309

投資その他の資産合計 147,346 82,165

固定資産合計 2,998,025 2,998,751

繰延資産   

株式交付費 17,711 22,867

社債発行費 － 1,793

繰延資産合計 17,711 24,661

資産合計 6,561,642 6,707,917
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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５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 899,749 1,083,197

1年内返済予定の長期借入金 213,626 196,036

1年内償還予定の社債 140,000 170,000

未払法人税等 31,777 59,050

賞与引当金 43,706 22,204

事業再構築引当金 85,538 79,431

その他 365,188 324,894

流動負債合計 1,779,585 1,934,814

固定負債   

社債 120,000 120,000

長期借入金 651,809 575,357

繰延税金負債 38 －

再評価に係る繰延税金負債 440,064 440,064

退職給付引当金 144,027 146,998

その他 10,864 11,645

固定負債合計 1,366,803 1,294,065

負債合計 3,146,389 3,228,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,713,552 2,713,552

資本剰余金 200,233 200,233

利益剰余金 △152,794 △78,883

自己株式 △3,547 △3,547

株主資本合計 2,757,443 2,831,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57 △2

土地再評価差額金 601,222 601,222

為替換算調整勘定 56,150 44,201

評価・換算差額等合計 657,430 645,422

少数株主持分 378 2,260

純資産合計 3,415,252 3,479,036

負債純資産合計 6,561,642 6,707,917
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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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,270,959

売上原価 912,963

売上総利益 357,996

販売費及び一般管理費 ※1  344,429

営業利益 13,567

営業外収益  

受取利息 162

不動産賃貸料 2,085

その他 14,550

営業外収益合計 16,797

営業外費用  

支払利息 6,130

株式交付費償却 5,156

為替差損 9,560

不動産賃貸費用 5,245

その他 7,614

営業外費用合計 33,707

経常損失（△） △3,342

特別利益  

貸倒引当金戻入額 60

棚卸資産処分益 5,523

特別利益合計 5,583

特別損失  

貸倒引当金繰入額 4,749

たな卸資産評価損 47,718

特別損失合計 52,468

税金等調整前四半期純損失（△） △50,226

法人税、住民税及び事業税 30,834

法人税等調整額 △5,268

法人税等合計 25,566

少数株主損失（△） △1,881

四半期純損失（△） △73,911
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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３月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △50,226

減価償却費 58,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,502

のれん償却額 15,328

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,970

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,387

受取利息及び受取配当金 △162

支払利息 6,130

為替差損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） 186,578

たな卸資産の増減額（△は増加） 145,574

仕入債務の増減額（△は減少） △206,718

有形固定資産除却損 20

たな卸資産評価損 47,718

未払又は未収消費税等の増減額 △41,734

その他 52,072

小計 273,297

利息及び配当金の受取額 162

利息の支払額 △4,803

法人税等の支払額 △42,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 16,000

有形固定資産の取得による支出 △6,881

無形固定資産の取得による支出 △565

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,553

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △55,958

社債の償還による支出 △30,000

その他 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 319,429

現金及び現金同等物の期首残高 1,003,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,322,668
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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３月１日 至 平成21年５月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．事業の名称変更 

  平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。 

なお、セグメントの名称変更のため、前連結会計年度については、セグメント情報に与える影響はありま

せん。  

４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」３．（1）に記載のとおり、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）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、ゆるみ止めナット事業

で7,886千円減少しております。  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

    ２．会計処理の方法の変更 

          （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

（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〕

  
試験機事業 
（千円） 

住生活事業
（千円） 

デジタル事業
（千円） 

ゆるみ止めナ
ット事業 
（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  740,136  316,760  90,600  123,462  1,270,959 ―       1,270,959

(2）セグメント間の内部売上高 ―      ―      ―      ―      ―      ―      ―     

計  740,136  316,760  90,600  123,462  1,270,959 ―       1,270,959

営業利益(又は営業損失）  69,118  △23,456  48,214  △6,989  86,887  (73,319)  13,567

事業区分 主要製品又は事業内容

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等 

住生活事業 金型、プラスティック製品、木工製品、家庭用電気製品等 

デジタル事業  マルチメディア端末のサーバーサービス 

ゆるみ止めナット事業 ハイパーロードナット、ハイパーロードスプリング、ハイテンションボルト  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
中国

（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  1,026,350  244,608  1,270,959 ―       1,270,959

(2）セグメント間の内部売上高 ―       18,839  18,839  (18,839) ―     

計  1,026,350  263,448  1,289,798  (18,839)  1,270,959

営業利益（又は営業損失）  105,174  △21,489  83,685  (70,118)  13,567
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「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」３．（1）に記載のとおり、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）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で7,886千円減

少しております。   

      当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 （注）１．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

２．国又は地域の区分は、中国のみとなっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  244,608  244,608

Ⅱ 連結売上高（千円）        1,270,959

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 19.2  19.2

（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３月１日～５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,413,650

Ⅱ 売上原価  1,016,099

売上総利益  397,550

Ⅲ 販売費及び一般管理費  390,110

営業利益  7,439

Ⅳ 営業外収益  46,730

Ⅴ 営業外費用  23,093

経常利益  31,075

Ⅵ 特別利益  7,011

Ⅶ 特別損失 ―     

税金等調整前四半期純利益  38,087

税金費用  28,166

少数株主利益  173

四半期純利益  9,747
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