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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第1四半期 5,098 △46.5 △219 ― △152 ― △106 ―

21年3月期第1四半期 9,527 ― 374 ― 481 ― 218 ―

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3月期第1四半期 △9.38 ―

21年3月期第1四半期 19.16 ―

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3月期第1四半期 26,293 22,830 86.8 2,004.57
21年3月期 26,818 22,972 85.7 2,017.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,830百万円 21年3月期  22,972百万円

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3月期 ― 20.00 ― 10.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

10,300 △46.6 △350 ― △230 ― △260 ― △22.83

通期 22,300 △34.7 △420 ― △150 ― △210 ― △18.44
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 11,399,237株 21年3月期  11,399,237株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  9,905株 21年3月期  9,890株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 11,389,341株 21年3月期第1四半期 11,389,462株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている業績見通し等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
際の業績等は要因により大きく異なる可能性があります。平成22年３月期の業績予想に関する事項につきましては、４ページ及び本日平成22年７月31日
公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国の経済状況は、昨年の秋以降顕在化したグローバルで急激な金融
の不安定化や急速な円高への傾斜などが重なったことによる劇的な景気後退の状況から脱したとする状況
ではなく、依然として継続する輸出関連企業を中心とした景気の減速感の漂いに住宅関連の停滞などの影
響も加わり、結果として雇用状況の悪化としても波及しつつあり、まだまだ先の見通しや予測がつかない
困難な状況にて推移いたしました。 
 機械工具販売業界におきましても、デジタル家電やＩＴ関連企業など輸出比重の高い企業において設備
の一時稼働停止や抑制が顕著であり、また大口需要先である自動車産業においても一部のエコ車種で需要
の高まりが見られるものの国内外の販売台数低迷により稼働率抑制が引き続いております。住宅建築関連
分野や内需関連産業においても低迷が続いており、結果として産業界全般において停滞感や減速感が漂い
景気上昇への糸口がまだ掴めてなく予測がつかない状況にて推移いたしました。 
 このような状況のもと当社といたしまして、経営努力を積み重ねながら減少をいかに手堅くとどめるか
に努めましたが、当第１四半期累計期間におきましては、売上高50億98百万円（前年同期比△46.5%）、
経常損失１億52百万円、四半期純損失１億６百万円となりました。 
  

 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

①経営成績の状況

②部門別売上状況

（単位：百万円）

当 第 １ 四 半 期 前 第 １ 四 半 期
増減

自 平成21年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成21年６月30日 至 平成20年６月30日 (△印減)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額

% %

測 定 器 具 1,800 35.3 3,555 37.3 △ 1,754

工 作 用 器 具 608 11.9 1,535 16.1 △ 926

機 械 工 具 1,200 23.6 2,093 22.0 △ 892

空圧・油圧器具 976 19.2 1,629 17.1 △ 653

そ  の  他 511 10.0 713 7.5 △ 202

 合   計 5,098 100.0 9,527 100.0 △ 4,429
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当第１四半期会計期間末の総資産は262億93百万円となり、前事業年度末に比べ５億24百万円減少しま
した。これは主に現金及び預金が19億72百万円、投資有価証券が１億33百万円増加する一方、受取手形及
び売掛金が24億21百万円、商品が１億71百万円減少したためであります。負債は34億63百万円となり、前
事業年度末に比べ３億82百万円減少しました。これは未払金が１億90百万円増加する一方、支払手形及び
買掛金が１億２百万円、未払法人税等が１億58百万円、長期未払金が３億56百万円減少したためでありま
す。また、純資産は228億30百万円となり、前事業年度末に比べ１億42百万円減少しております。 
 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、以下に記載のキャッ
シュ・フローにより80億74百万円となり、前事業年度末に比べ19億72百万円増加しました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は21億31百万円となりました。これらは主に、売上債権の減少24億19百万
円、たな卸資産の減少１億71百万円の収入に対し、税引前四半期純損失１億67百万円、仕入債務の減少１
億２百万円、法人税等の支払１億62百万円の支出によるものであります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動に使用した資金は56百万円であります。これらは主に、有形固定資産の取得による支出であり
ます。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動に使用した資金は１億２百万円となりました。これは配当金の支払に支出したためでありま
す。 

  

当第１四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年４月30日に公表しました平成22年
３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳しくは本日別途公表しました
「平成22年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、配当予想については変更はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 継続企業の前提に関する重要事項等
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１【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,074,819 6,102,179

受取手形及び売掛金 6,838,945 9,260,481

商品 2,553,612 2,725,471

繰延税金資産 191,338 126,945

その他 75,824 71,751

貸倒引当金 △11,843 △14,109

流動資産合計 17,722,697 18,272,718

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,270,369 2,238,234

構築物（純額） 58,242 58,541

車両運搬具（純額） 83,094 79,421

工具、器具及び備品（純額） 78,656 87,092

土地 4,733,754 4,763,154

建設仮勘定 － 59,246

有形固定資産合計 7,224,117 7,285,690

無形固定資産   

ソフトウエア 12,882 14,441

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 44,493 46,053

投資その他の資産   

投資有価証券 956,100 822,978

繰延税金資産 143,937 189,087

差入保証金 184,448 185,792

その他 60,666 59,755

貸倒引当金 △42,690 △43,345

投資その他の資産合計 1,302,462 1,214,269

固定資産合計 8,571,074 8,546,012

資産合計 26,293,771 26,818,731
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,109,903 2,212,292

未払金 445,544 254,628

未払費用 149,200 228,112

未払法人税等 15,100 174,000

未払消費税等 32,570 －

預り金 72,125 17,968

従業員預り金 248,215 253,324

その他 30,246 11,956

流動負債合計 3,102,905 3,152,284

固定負債   

退職給付引当金 169,465 146,592

長期未払金 166,218 522,718

長期預り保証金 24,516 24,466

固定負債合計 360,199 693,777

負債合計 3,463,105 3,846,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,513,808 2,513,808

利益剰余金 17,587,762 17,808,508

自己株式 △7,499 △7,487

株主資本合計 22,691,478 22,912,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139,187 60,432

評価・換算差額等合計 139,187 60,432

純資産合計 22,830,665 22,972,669

負債純資産合計 26,293,771 26,818,731
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 9,527,641 5,098,114

売上原価 7,928,219 4,224,309

売上総利益 1,599,421 873,804

販売費及び一般管理費 1,224,862 1,092,967

営業利益又は営業損失（△） 374,558 △219,163

営業外収益   

受取利息 924 2,268

受取配当金 587 104

仕入割引 103,079 44,305

不動産賃貸料 － 16,450

その他 21,484 11,582

営業外収益合計 126,076 74,712

営業外費用   

支払利息 92 49

売上割引 19,276 8,374

その他 37 －

営業外費用合計 19,406 8,423

経常利益又は経常損失（△） 481,228 △152,873

特別利益   

固定資産売却益 365 －

貸倒引当金戻入額 － 3,153

特別利益合計 365 3,153

特別損失   

固定資産除売却損 665 17,972

役員退職慰労金 82,000 －

その他 990 －

特別損失合計 83,655 17,972

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 397,938 △167,693

法人税、住民税及び事業税 105,171 12,321

法人税等調整額 74,494 △73,161

法人税等合計 179,665 △60,840

四半期純利益又は四半期純損失（△） 218,272 △106,852
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

397,938 △167,693

減価償却費 60,037 63,839

受取利息及び受取配当金 △1,512 △2,373

支払利息 92 49

固定資産除売却損益（△は益） 300 17,972

売上債権の増減額（△は増加） 1,132,656 2,419,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △151,970 171,859

仕入債務の増減額（△は減少） △262,040 △102,389

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △182,452 181,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,982 22,872

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △540,638 －

その他 669,493 △322,134

小計 1,131,885 2,282,779

法人税等の支払額 △698,871 △162,121

その他の収入 15,139 10,472

営業活動によるキャッシュ・フロー 448,154 2,131,131

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 △257,737 △85,817

その他 822 29,437

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,914 △56,379

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △247,209 △102,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,209 △102,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,970 1,972,640

現金及び現金同等物の期首残高 4,228,034 6,102,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,172,064 8,074,819
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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