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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,865 △27.9 △63 ― △46 ― △49 ―

21年3月期第1四半期 2,586 ― 43 ― 86 ― △6 ―

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 △4.10 ―

21年3月期第1四半期 △0.57 ―

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 12,814 6,466 49.8 532.54
21年3月期 13,000 6,415 48.7 528.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,383百万円 21年3月期  6,336百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  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

第2四半期 
連結累計期間

3,700 △23.7 35 △66.6 45 △72.7 40 ― 3.34

通期 7,700 △12.9 80 ― 120 ― 100 ― 8.34
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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） 

(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 

本資料に記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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 12,387,178株 21年3月期  12,387,178株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  399,714株 21年3月期  399,034株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,987,847株 21年3月期第1四半期 11,989,564株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気悪化の影響を受け企業収益の大幅な悪化や設備投資の減少、

雇用情勢の急速な悪化に伴う個人消費の低迷など、極めて厳しい状況で推移いたしました。政府による景気刺激策

や在庫調整の進展により、景気が緩やかに回復することが期待されますが、当面は厳しい状況が継続するものと思

われます。 

このような情勢下、当社主力の工具部門では、汎用工具をはじめ、収納具や機器類、特殊工具などを拡販してま

いりました。特に、トルク管理の重要性が高まる中、発売以来好評をいただいております新感覚のトルクレンチ

「デジラチェ」など計測機器類の拡販に注力すると共に、インガソール・ランドとの業務提携によりラインナップ

を拡充いたしました動力工具類を中心に新規顧客の開拓を図ってまいりました。しかしながら、業績面では急激な

需要減退を背景とした自動車整備市場や一般産業市場、企業向けの直接販売ルートの低迷、並びに海外市場の長期

低迷による輸出の落込みにより全体の売上が伸び悩み、利益も悪化いたしました。また、非工具部門ではハイテッ

ク事業（樹脂成形、金型部門）撤退に伴うリストラ効果により収益性の改善が見込まれるものの、2009年問題や雇

用情勢悪化の影響を受けて人材派遣・業務請負業の売上が減少、利益も悪化いたしました。 

以上の結果、当第１四半期における売上高は18億65百万円（前年同期比27.9％減）、損益面におきましては、営

業損失63百万円（前年同期比１億６百万円減）、経常損失46百万円（前年同期比１億32百万円減）、四半期純損失

は49百万円となりました。  

当第１四半期の総資産は、128億14百万円となり、前連結会計年度末に対し１億85百万円減少となりました。その

主な内容は、受取手形及び売掛金が89百万円、商品及び製品が２億３百万円、有形固定資産が80百万円、投資有価

証券が89百万円減少した反面、有価証券が２億38百万円増加したことなどによるものであります。また、負債合計

は、63億47百万円となり、前連結会計年度末に対し２億37百万円減少となりました。その主な内容は、支払手形及

び買掛金が１億61百万円、未払金及び未払費用が１億16百万円減少したことなどによるものであります。純資産合

計は、64億66百万円となり、前連結会計年度末に対し51百万円増加となりました。その主な内容は、配当の支払い

を主要因に利益剰余金が97百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が１億23百万円増加したことなどに

よるものであります。 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、工具部門、非工具部門ともに厳しい状況が続いておりますが、平成

21年５月15日に発表いたしました当初の予想から変更はありません。  

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
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 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１四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みと

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定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

３．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。 

  

該当事項はありません。 

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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,751,349 1,771,287

受取手形及び売掛金 1,787,509 1,876,771

有価証券 281,822 43,636

商品及び製品 1,786,523 1,989,892

仕掛品 474,504 478,717

原材料及び貯蔵品 335,842 320,635

その他 158,736 107,267

貸倒引当金 △1,917 △1,862

流動資産合計 6,574,369 6,586,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,719,590 1,742,726

機械装置及び運搬具（純額） 756,150 802,238

工具、器具及び備品（純額） 109,659 117,733

土地 1,720,408 1,720,408

その他（純額） 19,522 22,716

有形固定資産合計 4,325,331 4,405,823

無形固定資産 65,283 65,823

投資その他の資産   

投資有価証券 1,266,719 1,355,922

その他 677,260 674,406

貸倒引当金 △94,777 △88,301

投資その他の資産合計 1,849,202 1,942,027

固定資産合計 6,239,817 6,413,674

資産合計 12,814,186 13,000,020
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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６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 440,771 602,194

短期借入金 2,927,160 2,924,998

未払金及び未払費用 251,870 368,105

未払法人税等 9,566 20,019

賞与引当金 214,028 152,353

事業整理損失引当金 43,325 63,727

その他 138,293 97,141

流動負債合計 4,025,015 4,228,538

固定負債   

長期借入金 37,521 40,857

退職給付引当金 1,515,084 1,565,531

役員退職慰労引当金 29,292 28,390

負ののれん 49,405 54,895

その他 691,572 666,697

固定負債合計 2,322,876 2,356,371

負債合計 6,347,891 6,584,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 2,843,072 2,940,168

自己株式 △138,410 △138,286

株主資本合計 6,299,189 6,396,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,479 △65,453

為替換算調整勘定 26,147 5,221

評価・換算差額等合計 84,627 △60,232

少数株主持分 82,478 78,933

純資産合計 6,466,295 6,415,110

負債純資産合計 12,814,186 13,000,020
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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）

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

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

売上高 2,586,045 1,865,152

売上原価 1,834,543 1,338,741

売上総利益 751,501 526,411

販売費及び一般管理費 708,362 589,925

営業利益又は営業損失（△） 43,139 △63,514

営業外収益   

受取利息 6,420 3,395

受取配当金 15,751 10,417

その他 35,891 28,755

営業外収益合計 58,062 42,568

営業外費用   

支払利息 10,965 9,149

投資有価証券評価損 － 9,430

その他 4,129 6,602

営業外費用合計 15,094 25,181

経常利益又は経常損失（△） 86,107 △46,128

特別損失   

固定資産除売却損 833 235

たな卸資産評価損 73,385 －

特別損失合計 74,219 235

税金等調整前四半期純利益 11,888 △46,364

法人税、住民税及び事業税 37,699 4,336

法人税等調整額 △21,632 △1,414

法人税等合計 16,066 2,922

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,649 △112

四半期純損失（△） △6,827 △49,173
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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