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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 1,899 △69.9 △126 ― △78 ― △74 ―
21年3月期第1四半期 6,304 ― 168 ― 215 ― 142 ―

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 △13.35 ―
21年3月期第1四半期 25.53 ―

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 8,559 4,051 46.6 713.99
21年3月期 10,251 4,032 38.7 710.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,986百万円 21年3月期  3,968百万円

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 ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ―　　　　　　　　　　　　　　  0～5.00円  　 　　　　  　 0～5.00円

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 3,600 △69.3 △220 ― △160 ― △160 ― △28.65

通期 8,150 △59.6 △180 ― △100 ― △110 ― △19.70



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、３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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手している情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績
等はさまざまな要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 6,158,000株 21年3月期  6,158,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  574,640株 21年3月期  574,640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 5,583,360株 21年3月期第1四半期 5,584,160株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半から急激に悪化した景気は 悪期を脱したとの見

方はありますが、全体としては引き続き低調で、輸出・設備投資とも低水準で推移しております。 

 このような状況の下、当社グループの主力取扱商品である工作機械業界の当第１四半期の受注額は、本年度前半

から受注が徐々に回復するとの期待に反し、前年同期比２２．５％と大幅に低い水準にとどまりました。 

 当社グループは国内で、（１）自社組織の一部再編を行い、より地域密着化型の営業を徹底する、（２）今まで

以上にユーザーの技術部門等へライン改造・改善等につながる提案を行う、（３）設備投資が活発な重電関係業界

へのアプローチを強化する等、従来とは異なった様々な営業努力を行いました。しかしながら、予想以上に景気回

復の速度は遅く、設備投資需要が低調であったため国内での受注・売上は伸びませんでした。 

 海外においても当社の主力ユーザーが自動車産業関連中心であることから、米州・欧州での受注・売上は伸び

ず、アジアでも景気後退のため受注・売上とも当初予想をはるかに下回るものとなりました。 

 コスト削減に関しては、社内のあらゆる経費を見直し、一部地方事業所の再編、国内外・全社ベースでの合理化

を含めた徹底的な経費削減を行いましたが、国内外での大幅な売上減少による減益を吸収できず、当第１四半期で

は、前年同期比大幅な減収減益を余儀なくされました。 

 その結果、連結売上高は１８億９千９百万円（前年同期比６９．９％減）、営業損失は１億２千６百万円（前年

同期は１億６千８百万円の営業利益）、経常損失は７千８百万円（前年同期は２億１千５百万円の経常利益）、四

半期純損失は７千４百万円（前年同期は１億４千５百万円の四半期純利益）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に売上債権の減少により、前連結会計年度末に比べ１６億９千２百

万円減少し、８５億５千９百万円となりました。 

 負債は、主に仕入債務の減少により、前連結会計年度末に比べ１７億１千１百万円減少し、４５億７百万円とな

りました。 

 純資産は、主に評価・換算差額等の増加により、前連結会計年度末に比べ１千９百万円増加し、４０億５千１百

万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に

比べ９千９百万円減少し、２５億９百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、３千万円の支出となりました。これは、主として税金等調整前四半期

純損失によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１千４百万円の収入となりました。これは、主として不動産賃貸収入

によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億７百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済と配当

金の支払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、当第１四半期の実績及び 近の状況を踏まえ、また、景気は底を

打ったとの見方もあるものの、設備投資の水準は依然として低く工作機械の受注も引き続き低調で、今後の見通し

も不透明な状況であることから、平成２１年５月１５日に発表いたしました業績予想を下方修正いたしました。 

 詳細は平成２１年８月７日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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認め

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

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

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



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、棚卸資産の帳簿切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り

簿価切下げを行う方法によっております。  

  

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、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。  

  

④ 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。  

（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 2,614,600 2,713,832

受取手形及び売掛金 2,056,067 3,920,111

商品 518,441 322,694

その他 373,718 363,196

貸倒引当金 △1,130 △1,724

流動資産合計 5,561,698 7,318,110

固定資産   

有形固定資産 1,209,686 1,217,401

無形固定資産   

その他 13,529 14,028

無形固定資産合計 13,529 14,028

投資その他の資産   

その他 1,829,562 1,757,429

貸倒引当金 △55,244 △55,083

投資その他の資産合計 1,774,318 1,702,345

固定資産合計 2,997,535 2,933,775

資産合計 8,559,233 10,251,885

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,755,014 4,381,569

短期借入金 648,418 661,132

未払法人税等 2,642 4,675

賞与引当金 － 1,220

その他 187,106 185,594

流動負債合計 3,593,181 5,234,192

固定負債   

長期借入金 170,084 223,003

役員退職慰労引当金 211,822 208,851

その他 532,161 552,852

固定負債合計 914,068 984,706

負債合計 4,507,249 6,218,898



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,123,469 3,239,861

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,685,148 3,801,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100,566 33,324

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △143,218 △210,738

評価・換算差額等合計 301,303 166,541

少数株主持分 65,531 64,904

純資産合計 4,051,983 4,032,986

負債純資産合計 8,559,233 10,251,885



（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 6,304,591 1,899,726

売上原価 5,508,398 1,628,272

売上総利益 796,192 271,453

販売費及び一般管理費 627,430 397,931

営業利益又は営業損失（△） 168,762 △126,478

営業外収益   

受取利息 1,626 189

受取配当金 8,312 4,916

受取賃貸料 23,852 23,688

為替差益 25,544 29,579

その他 6,513 3,348

営業外収益合計 65,849 61,723

営業外費用   

支払利息 3,025 2,958

不動産賃貸費用 6,148 6,459

債権売却損 7,184 3,274

その他 2,826 1,475

営業外費用合計 19,185 14,168

経常利益又は経常損失（△） 215,426 △78,923

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,801 732

その他 946 327

特別利益合計 8,747 1,060

特別損失   

固定資産売却損 － 29

その他 － 4

特別損失合計 － 34

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

224,173 △77,896

法人税、住民税及び事業税 60,578 3,217

法人税等還付税額 － △8,370

法人税等調整額 19,964 4,270

法人税等合計 80,542 △882

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,072 △2,497

四半期純利益又は四半期純損失（△） 142,558 △74,517



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

224,173 △77,896

減価償却費 11,163 10,898

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,604 2,312

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,889 △1,220

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,801 △434

受取利息及び受取配当金 △9,939 △5,106

支払利息 3,025 2,958

為替差損益（△は益） △2,429 △787

有形固定資産売却損益（△は益） △101 △297

売上債権の増減額（△は増加） 667,063 1,887,676

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,802 △177,288

仕入債務の増減額（△は減少） △120,268 △1,624,300

前渡金の増減額（△は増加） 69,317 41,998

前受金の増減額（△は減少） △25,760 23,770

未収消費税等の増減額（△は増加） 96,669 △16,051

その他 △34,838 △102,022

小計 922,292 △35,793

利息及び配当金の受取額 9,939 5,106

利息の支払額 △2,992 △2,958

法人税等の支払額 △174,833 2,667

営業活動によるキャッシュ・フロー 754,406 △30,978

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 △4,727 △1,253

有形固定資産の売却による収入 102 882

投資有価証券の取得による支出 △1,967 △2,401

貸付金の回収による収入 300 300

その他 15,718 17,192

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,424 14,719

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △52,647 △65,633

配当金の支払額 △72,594 △41,875

少数株主への配当金の支払額 △600 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,841 △107,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64,085 24,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 573,904 △99,232

現金及び現金同等物の期首残高 2,459,362 2,608,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,033,266 2,509,600



 該当事項はありません。 

  

機械・工具販売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、全セグメントの営業利

益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。  

  

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）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。 

３．各区分に属する地域の主な内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、カナダ 

(2）欧州…………………英国 

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア   

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）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、カナダ 

(2）欧州…………………英国、ドイツ 

(3）アジア………………タイ、シンガポール、中国、インドネシア、台湾 

(4）その他………………イスラエル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。    

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（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 
 1,252,023 380,154 55,517 212,030  1,899,726  － 1,899,726

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 584,408 360 3,106 2,958  590,833 (590,833)  －

計  1,836,432 380,514 58,623 214,989  2,490,559 (590,833) 1,899,726

営業損失（△）  △59,479 △18,815 △9,564 △11,402  △99,261 (27,216) △126,478

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  380,154  55,517  216,369  127  652,168

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,899,726

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 20.0  2.9  11.4  0.0  34.3

（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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