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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 1,516 ― 36 ― 32 ― 20 ―

20年12月期第2四半期 1,608 △28.2 △63 ― △61 ― △57 ―

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2四半期 3,437.16 3,013.38
20年12月期第2四半期 △9,029.27 ―

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2四半期 1,512 345 22.8 57,653.36
20年12月期 1,362 335 24.6 52,563.90

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  345百万円 20年12月期  335百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 3,050 ― 41 ― 33 ― 21 ― 3,504.67
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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  有  
（注）詳細は、４ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご参照ください。 

(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） 

（注）詳細は、４ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご参照ください。 

(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 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2四半期 6,380株 20年12月期  6,380株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  388株 20年12月期  3株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 6,058株 20年12月期第2四半期 6,380株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月15日に公表いたしました、平成21年12月期の業績予想を、平成21年７月31日に修正しております。修正後の業績予想につきましては、上
記、３．平成21年12月期の業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日）をご参照ください。尚、上記の業績予想数値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されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。 
２．等事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、景況も底打ち感を窺わせる観測も呈されるものの、未だ

回復の兆しは明瞭となっていない状況で推移しました。世界の景気も各国政府が景気対策に取り組むもの

の、原油価格が上昇に転ずる等不安定要因は未だ継続し、当社が属する自動車関連産業におきましても、

販売実績は大幅に減少して推移しております。 

 このような経済環境の下、主要取引先である建設・土木関連及び運送関連業ユーザーの設備投資意欲は

回復せず、依然として厳しい状況は続いておりますが、年度当初より、販売をユーザーからの見込みだけ

でなく業者向け卸販売へも販促を行った結果、国内向け車両販売高は724,920千円となりました。海外向

け販売につきましては、依然として世界経済の景況停滞が続いており、販売は低迷を余儀なくされており

ます。 

 当社は、年度当初より、営業態勢の改編、強化及び財務改善に取り組んでおり、売上金額、利益とも当

社計画を達成し、特に、収益に関しては、計画を大幅に上回る実績となりました。当第２四半期会計期間

の業績としては、売上高760,365千円、営業利益19,620千円、経常利益19,115千円、四半期純利益18,835

千円となりました。 

  

  

 （１）財政状態の状況  

当第２四半期会計期間末の資産合計は、主に現金及び預金の増加により、1,512,474千円（前事業年度

末比149,699千円増加）となりました。負債合計は、主に短期借入金の増加により1,167,015千円（前事業

年度末比139,440千円増加）となりました。純資産合計は、345,458千円（前事業年度末比10,258千円増

加）となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物は、104,152千円の減少となり、当第２四半期会計期
間末の残高は、223,440千円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 当第２四半期会計期間では、営業活動全体として資金が34,006千円の減少となりました。主な要因として
は、たな卸資産の増加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）  
 当第２四半期会計期間では、投資活動全体として資金が3,492千円の減少となりました。主な要因として
は固定資産の取得によるものであります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 当第２四半期会計期間では、財務活動全体として資金が66,653千円の減少となりました。主な要因として
は、短期借入金の返済によるものであります。  

  

  

年度当初より、営業態勢の改編、強化及び財務改善に取り組んできており、売上高は平成21年５月15日

に公表しました、平成21年12月期第２四半期業績予想数値に比して6.6%上回り、利益率も向上するととも

に、固定費を中心とした販売管理費が減少し、収益改善に寄与致しました。当第2四半期の実績は、売上

金額、利益とも計画を達成し、特に、経常利益、当期純利益に関しましては、計画を大幅に上回る実績と

なったことを踏まえ、平成21年５月15日付 平成21年12月期第１四半期決算短信（非連結）にてお知らせ

しました、平成21年12月期の業績予想を上方修正いたしました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

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
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一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  

当事業年度より「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、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  

1) 会計処理基準に関する事項の変更 

 当事業年度の第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 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。 

  当該変更が損益に与える影響は軽微であります。 
  

2) 「リース取引に関する会計基準」等の早期適用 

 第１四半期会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月 30日改正））を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る会計処理から通常の売買取引に係る会計処理に変更しております。 

  また、所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る会計処理を引き続き採用しております。 

  当該変更が損益に与える影響はありません。 

  

  

  

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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 245,453 145,927

受取手形及び売掛金 152,978 125,401

商品及び製品 593,787 532,181

仕掛品 28,396 21,287

原材料及び貯蔵品 656 1,075

その他 10,651 50,288

貸倒引当金 △472 △752

流動資産合計 1,031,451 875,407

固定資産   

有形固定資産合計 428,909 438,225

無形固定資産合計 4,660 1,775

投資その他の資産   

投資有価証券 17,874 18,946

長期前払費用 1,564 1,983

破産更生債権等 12,808 12,808

その他 27,010 25,434

貸倒引当金 △11,805 △11,805

投資その他の資産合計 47,452 47,367

固定資産合計 481,023 487,367

資産合計 1,512,474 1,362,775

負債の部   

流動負債   

買掛金 57,702 26,695

短期借入金 750,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 66,612 66,612

未払金 27,403 34,127

未払法人税等 1,674 1,648

その他 6,444 6,151

流動負債合計 909,837 735,234

固定負債   

長期借入金 255,682 289,543

繰延税金負債 387 834

長期前受収益 1,108 1,963

固定負債合計 257,177 292,341

負債合計 1,167,015 1,027,575
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 97,725 97,725

資本剰余金 42,125 42,125

利益剰余金 215,067 194,244

自己株式 △9,999 △59

株主資本合計 344,918 334,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 540 1,164

評価・換算差額等合計 540 1,164

純資産合計 345,458 335,200

負債純資産合計 1,512,474 1,362,775
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,516,424

売上原価 1,293,920

売上総利益 222,503

販売費及び一般管理費 186,401

営業利益 36,101

営業外収益  

受取利息 971

受取配当金 282

受取保険金 1,906

雑収入 2,052

営業外収益合計 5,212

営業外費用  

支払利息 8,920

雑損失 19

営業外費用合計 8,940

経常利益 32,374

特別利益  

貸倒引当金戻入額 280

特別利益合計 280

特別損失  

前期損益修正損 11,100

特別損失合計 11,100

税引前四半期純利益 21,554

法人税、住民税及び事業税 731

法人税等合計 731

四半期純利益 20,823
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 760,365

売上原価 646,390

売上総利益 113,975

販売費及び一般管理費 94,354

営業利益 19,620

営業外収益  

受取利息 411

受取配当金 282

受取保険金 1,906

雑収入 1,321

営業外収益合計 3,921

営業外費用  

支払利息 4,408

雑損失 18

営業外費用合計 4,426

経常利益 19,115

特別利益  

貸倒引当金戻入額 86

特別利益合計 86

税引前四半期純利益 19,201

法人税、住民税及び事業税 365

法人税等合計 365

四半期純利益 18,835
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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 21,554

減価償却費 10,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） △280

受取利息及び受取配当金 △1,253

為替差損益（△は益） 211

支払利息 8,920

売上債権の増減額（△は増加） △30,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,296

未収入金の増減額（△は増加） 166

仕入債務の増減額（△は減少） 31,081

未払金の増減額（△は減少） △6,153

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,199

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,195

その他 △432

小計 △22,297

利息及び配当金の受取額 1,280

利息の支払額 △8,857

法人税等の支払額 △704

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,579

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,004

定期預金の払戻による収入 6,000

固定資産の取得による支出 △4,226

固定資産の売却による収入 29,925

その他の支出 △1,984

その他の収入 407

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,117

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000

長期借入金の返済による支出 △33,861

自己株式の取得による支出 △9,939

配当金の支払額 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,521

現金及び現金同等物の期首残高 123,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 223,440
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

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) 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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