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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 1,689 △17.0 △150 ― △110 ― △163 ―

21年3月期第1四半期 2,036 ― △74 ― △37 ― △72 ―

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 △8.92 ―

21年3月期第1四半期 △3.94 ―

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 10,840 7,336 66.8 396.65
21年3月期 11,190 7,449 65.7 402.56

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,242百万円 21年3月期  7,351百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

3,690 △15.6 △172 ― △127 ― △198 ― △10.84

通期 8,010 △8.9 △66 ― 17 ― △98 ― △5.37



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  無  

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は４ページを参照して下さい。 

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3月期第1四半期 18,640,112株 21年3月期  18,640,112株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  381,094株 21年3月期  379,701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 18,259,981株 21年3月期第1四半期 18,264,298株



 世界的金融市場の急激な収縮の影響により、わが国経済も大きな打撃を受け、輸出関連産業をはじめとして多くの

企業の収益が大幅に悪化し、在庫削減、生産調整、操業短縮が実施されるなど景気後退が鮮明になり、設備投資や個

人消費も低調のままに推移しました。当社主力先の土木建設業界においても本年１～３月に顕著だった工事の延期や

見直し、先送り物件が回復しないまま新規の住宅着工件数も前年を大きく割りこみ、依然として厳しい環境が続きま

した。 

 このような環境の中、当社グループの切削機具事業では既設マンホール耐震対策の消散弁開発に続き、環境に配慮

した学校耐震工事のニーズに適応する独自製品を新発売いたしました。しかしながら工事全体需要の減少が大きく影

響し、従来のダイヤモンドドリル、ビット、ブレード等の製品、消耗品とも売上は減少しました。特殊工事事業では

耐震補強工事、高炉解体などの金属切断工事は前年並みに推移しましたが、新築ビル、マンション等の建設が落込

み、アンカー・ボンド工事の売上が低下しました。建設・生活関連品事業では景気対策の補助が見込まれる商品の一

部に回復が見られたものの、一般建設材料や機械工具・住宅関連品の売上は減少しました。工場設備関連事業では提

案営業強化によって販路を拡大し売上が上昇しました。その他の事業におけるデイサービス・ケアサービス等の介護

事業、および電算ソフト開発等のＩＴ関連事業の売上はほぼ順調に伸びました。 

 その結果、当第１四半期の連結業績は売上高16億89百万円(前年同期比17.0％減)、営業利益は△１億50百万円（前

年同期は△74百万円）となりました。また経常利益は△１億10百万円（前年同期は△37百万円）となり、第１四半期

純利益は、△１億63百万円（前年同期は△72百万円）となりました。 

 当第１四半期におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。 

セグメント別売上高                                   （単位：千円） 

   （注）１．上記金額は外部顧客に対する売上高であり、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。 

      ２．前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため当第１四半期連結累計期間より「工

場設備関連事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。 

        なお、前年同期比較にあたっては前第１四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っており

ます。 

  

 財政状態の変動状況 

 当第１四半期末における総資産は、前期末から３億50百万円減少し108億40百万円となりました。流動資産は、売

上高の低下および売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少などにより４億21百万円減少し、43億80百万円と

なりました。固定資産は、大きな変動は無く70百万円増加し、64億59百万円となりました。負債は前期末から２億37

百万円減少し35億４百万円となりました。流動負債は、仕入高の減少および仕入債務の支払いに伴う支払手形及び買

掛金の減少、前期に係る法人税等の納付による未払法人税等の減少などにより１億97百万円減少し24億77百万円とな

りました。固定負債は、大きな変動は無く40百万円減少し10億27百万円となりました。なお、有利子負債も大きな変

動は無く前期末から27百万円減の16億25百万円となりました。純資産は、第１四半期純損失などにより前期末から１

億13百万円減少し73億36百万円となりました。  

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

事 業 区 分 
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増    減 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 増減率（％）

 切削機具事業 703,783 34.6 493,906 29.3 △209,877 △29.8

 特殊工事事業 271,973 13.3 255,312 15.1 △16,661 △6.1

 建設・生活関連品事業 759,350 37.3 620,111 36.7 △139,238 △18.3

 工場設備関連事業 149,208 7.3 159,097 9.4 9,889 6.6

 その他の事業 151,877 7.5 160,853 9.5 8,976 5.9

合    計 2,036,191 100.0 1,689,280 100.0 △346,911 △17.0

２．連結財政状態に関する定性的情報



 工場設備関連事業および介護事業、ソフト開発事業は事業範囲を拡大中であり、概ね順調に推移すると思われます

が、主力とする土木建設関連分野においては政府の住宅促進政策や建設投資政策が期待されるものの、早期回復には

時間を要すると思われることから当社グループは比較的安定した需要の続く耐震補強分野へ差別化製品の浸透強化を

はかり受注獲得に全力を挙げるとともに、販売費及び一般管理費の圧縮に努め一層の経営効率化を推進し、業績向上

に邁進してまいります。当期の見通しにつきましては平成21年7月31日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用しております。 

 これによる当第１四半期連結会計期間の損益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



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 971,497 849,779

受取手形及び売掛金 1,960,820 2,385,780

有価証券 68,339 109,799

商品及び製品 1,012,284 997,333

仕掛品 37,540 43,974

原材料及び貯蔵品 193,226 187,565

その他 140,484 232,471

貸倒引当金 △3,723 △5,620

流動資産合計 4,380,466 4,801,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,936,652 3,934,749

減価償却累計額 △2,231,111 △2,212,022

建物及び構築物（純額） 1,705,541 1,722,727

土地 3,790,925 3,790,925

その他 1,199,974 1,191,331

減価償却累計額 △1,052,174 △1,038,155

その他（純額） 147,800 153,176

有形固定資産合計 5,644,266 5,666,828

無形固定資産   

のれん 16,955 26,795

その他 100,192 105,421

無形固定資産合計 117,148 132,217

投資その他の資産   

投資有価証券 386,585 337,193

その他 383,263 319,024

貸倒引当金 △72,022 △66,376

投資その他の資産合計 697,825 589,841

固定資産合計 6,459,239 6,388,885

資産合計 10,839,705 11,189,965



（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 1,252,555 1,431,902

短期借入金 943,320 924,810

未払法人税等 17,581 30,479

賞与引当金 52,843 70,426

完成工事補償引当金 380 380

その他 210,189 215,745

流動負債合計 2,476,867 2,673,741

固定負債   

長期借入金 681,287 726,837

退職給付引当金 246,558 237,195

役員退職慰労引当金 49,542 46,429

その他 49,602 56,572

固定負債合計 1,026,989 1,067,033

負債合計 3,503,856 3,740,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 3,965,370 3,965,370

利益剰余金 △710,566 △547,741

自己株式 △54,351 △54,205

株主資本合計 7,290,724 7,453,695

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,366 △92,711

為替換算調整勘定 △1,930 △10,018

評価・換算差額等合計 △48,296 △102,728

少数株主持分 93,421 98,224

純資産合計 7,335,849 7,449,191

負債純資産合計 10,839,705 11,189,965



（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 2,036,191 1,689,280

売上原価 1,601,439 1,342,855

売上総利益 434,752 346,425

販売費及び一般管理費 508,350 496,783

営業損失（△） △73,598 △150,358

営業外収益   

受取利息 913 1,016

受取配当金 2,421 3,343

有価証券運用益 27,926 27,754

受取手数料 2,451 1,976

受取家賃 4,269 4,117

その他 8,083 7,811

営業外収益合計 46,063 46,019

営業外費用   

支払利息 3,505 4,589

為替差損 3,731 －

その他 2,027 1,092

営業外費用合計 9,263 5,681

経常損失（△） △36,798 △110,020

特別利益   

固定資産売却益 668 0

特別利益合計 668 0

特別損失   

固定資産売却損 164 －

固定資産除却損 125 49

たな卸資産評価損 53,349 －

特別損失合計 53,637 49

税金等調整前四半期純損失（△） △89,767 △110,069

法人税、住民税及び事業税 11,420 12,607

法人税等調整額 △27,916 39,960

法人税等合計 △16,496 52,567

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,240 190

四半期純損失（△） △72,032 △162,825



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため当第１四半期連結累計期間より「工場設備関

連事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間における「その他の事

業」に含まれる「工場設備関連事業」のセグメント情報は次のとおりであります。 

   売上高（１）外部顧客に対する売上高         149,208千円 

      （２）セグメント間の内部売上高又は振替高     4,922 

                計            154,129 

   営業利益                       3,310 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
切削機具事業

（千円） 
特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 
（千円） 

その他の事業

（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 
703,783  271,973  759,350  301,085  2,036,191  －  2,036,191

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  6,403  5,683  12,086  △12,086  －

計  703,783  271,973  765,753  306,768  2,048,277  △12,086  2,036,191

 営業利益  △2,993  △2,219  4,976  △2,257  △2,492  △71,106  △73,598

  
切削機具事業

（千円） 
特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 
（千円） 

工場設備関連

事業 
（千円） 

その他の事業

（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 
493,906  255,312  620,111  159,097  160,853  1,689,280  －  1,689,280

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  4,648  1,698  150  6,496  △6,496  －

計  493,906  255,312  624,759  160,795  161,003  1,695,776  △6,496  1,689,280

 営業利益  △62,710  13,315  △9,200  2,571  △10,861  △66,886  △83,472  △150,358

（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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