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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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2月期第2四半期 2,432 △17.1 31 △66.9 △17 ― △73 ―

21年2月期第2四半期 2,932 8.9 96 ― 58 ― 19 ―

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2月期第2四半期 △1.03 ―

21年2月期第2四半期 0.29 0.28

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2月期第2四半期 6,392 3,412 53.4 47.83
21年2月期 6,707 3,479 51.9 48.75

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  3,412百万円 21年2月期  3,479百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ― ―

22年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,450 ― 50 ― 15 ― △23 ― △0.32
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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） 

（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 

１．本資料に掲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。 
２．藤連結会計年度より「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「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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2月期第2四半期 71,337,916株 21年2月期  71,337,916株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  20,850株 21年2月期  20,850株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 71,317,066株 21年2月期第2四半期 66,888,421株
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 当第2四半期連結会計期間（平成21年６月１日～平成21年８月31日）におけるわが国経済は、リーマン破綻以降の

世界経済の収縮の影響で、輸出産業にはじまった企業収益悪化、設備投資の凍結がほぼ全産業に広まった結果、給与

収入の減少に伴う消費活動の低下が顕著となり、景気後退局面が続きました。 

 このような状況の下、当社グループは、試験機事業では、急激な景気悪化の影響による民間設備投資の凍結などに

よる試験機需要の落ち込みへの対策を進め、受注額においては第1四半期に比し改善をみることができましたが、基

本的には依然として受注環境は厳しい状況が継続しております。住生活事業（旧民生品事業）では、不採算取引の縮

小とともに新事業への取り組みを進めておりますが、当四半期においては具体的な成果を出すには至っておりませ

ん。また、中国子会社では、大きく減少した対米輸出関連取引に代わるものを模索しており、当連結会計年度後半に

は成果が出るものと期待しております。デジタル事業、ゆるみ止めナット事業は概ね想定通りに推移し、売上高なら

びに利益の確保に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,161,187千円、経常損失14,393千円、四半期純利益は498

千円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①試験機事業 

 試験機事業では、Zwick社ねじ式試験機の拡販やグループ子会社との連携による営業展開等の施策をすすめている

ものの、受注環境は難しい状況が続きました。もっとも、受注から売上までに相当期間を要することなどから当第２

四半期連結会計期間の売上高への影響は比較的限定的でありました。 

 以上の結果、試験機事業の売上高は588,647千円、営業利益78,262千円となりました。 

②住生活事業 

 一昨年の主要取引先の経営破綻以降、不採算事業の中止や中国市場の開拓等の事業再構築を進めておりますが、世

界的な不況の影響もあり中国子会社の業績の低迷などにより苦戦いたしました。 

 以上の結果、住生活事業の売上高は344,099千円、営業損失は15,243千円となりました。 

 なお、平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。 

③デジタル事業 

 デジタル事業では、既存のネットワーク関連サービスが堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、デジタル事業の売上高は143,457千円、営業利益34,397千円となりました。 

④ゆるみ止めナット事業 

 ゆるみ止めナット事業では、既存製品のゆるみ止めスプリングなどが堅調なことから売上高は確保できたものの、

小口径のハイパーロードナットの若干の原価悪化やのれん償却費の負担などにより、利益確保に苦戦いたしました。

 以上の結果、ゆるみ止めナット事業の売上高は84,982千円、営業損失6,568千円となりました。 

 所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 国内では、当社を含め総じて堅調に推移し、特に㈱東京試験機の売上高ならびに高粗利率案件による利益が業績に

寄与いたしました。 

 以上の結果、売上高は880,989千円、営業利益は103,731千円となりました。  

②中国 

 中国では、子会社３社とも世界的な不況の影響により売上高が低迷し、厳しい状況となりました。 

 以上の結果、売上高は280,197千円、営業損失は14,762千円となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては、総資産は6,392,072千円となり、前連結会計年度末に

比べ315,844千円減少いたしました。 

 流動資産は3,435,871千円となり、前連結会計年度末に比べ248,633千円減少いたしました。これは主に現金及び預

金の増加459,879千円、受取手形及び売掛金の減少331,106千円、たな卸資産の減少186,872千円によるものでありま

す。 

 固定資産は2,942,016千円となり、前連結会計年度末に比べ56,734千円減少いたしました。これは主に繰延税金資

産の増加38,791千円、のれんの償却30,657千円、その他に減価償却費の計上によるものであります。 

 繰延資産は14,184千円となり、前連結会計年度末に比べ10,477千円減少いたしました。これは主に株式交付費なら

びに社債発行費の償却によるものであります。 

 負債合計は2,980,037千円となり、前連結会計年度末に比べ248,843千円減少いたしました。これは主に支払手形及

び買掛金の減少406,724千円、長期借入金の増加237,743千円、社債の償還140,000千円によるものであります。 

 純資産は3,412,035千円となり、前連結会計年度末に比べ67,001千円減少いたしました。これは主に四半期純損失

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
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73,412千円によるものであります。  

 次に、第２四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ455,879千円増加し、

1,459,118千円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は37,989千円となりました。

これは主に売上債権の減少162,965千円、仕入債務の減少220,410千円、減価償却費60,207千円等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２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は47,371千円となりました。

これは主に定期預金の預入20,000千円の資金減少、有形固定資産の取得23,578千円等の支出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２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は149,361千円となりまし

た。これは主に借入金の増加額340,000千円、一方借入金の返済額80,826千円による支出等によるものであります。 

  

  

 平成22年２月期の通期の連結業績予想につきましては、中国経済の拡大にひきずられる形で鉄鋼や建設機械業界の

回復が見込まれ、第３四半期以降の試験機事業の受注環境は幾分改善するものと見込んでおります。また、非試験機

事業では中国子会社の業績も第２四半期で底を打ったとみられること、新規取引の成果も期待できることから、平成

21年７月15日に公表いたしました「特別損失の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」より修正を行ってお

りません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第２四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出する方法によっております。 

（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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

    ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  当連結会計年度より「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、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 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。 

  この結果、従来の変更によった場合に比べて、営業利益が2,153千円減少し、経常損失が2,153千円、及び税

金等調整前四半期純損失が49,871千円増加しております。  

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,118 1,063,239

受取手形及び売掛金 ※3  1,141,095 ※3  1,472,201

商品 11,044 11,907

製品 308,636 304,264

半製品 4,818 2,822

原材料及び貯蔵品 116,964 120,383

仕掛品 242,802 431,760

繰延税金資産 5,765 5,765

その他 178,108 290,372

貸倒引当金 △96,482 △18,212

流動資産合計 3,435,871 3,684,505

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  446,167 ※1  452,427

機械装置及び運搬具（純額） ※1  309,873 ※1  328,279

土地 1,478,684 1,478,684

建設仮勘定 25,014 13,127

工具、器具及び備品（純額） ※1  176,815 ※1  231,489

有形固定資産合計 2,436,555 2,504,008

無形固定資産   

借地権 40,881 43,033

のれん 291,719 322,376

その他 30,616 47,166

無形固定資産合計 363,216 412,577

投資その他の資産   

投資有価証券 12,529 12,537

保険積立金 26,502 25,923

繰延税金資産 38,964 173

破産更生債権等 160,689 157,309

その他 64,248 43,531

貸倒引当金 △160,689 △157,309

投資その他の資産合計 142,244 82,165

固定資産合計 2,942,016 2,998,751

繰延資産   

株式交付費 14,184 22,867

社債発行費 － 1,793

繰延資産合計 14,184 24,661

資産合計 6,392,072 6,707,917
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 676,473 1,083,197

短期借入金 125,000 －

1年内返済予定の長期借入金 238,583 196,036

1年内償還予定の社債 150,000 170,000

未払法人税等 53,336 59,050

賞与引当金 24,291 22,204

事業再構築引当金 25,214 79,431

その他 331,677 324,894

流動負債合計 1,624,576 1,934,814

固定負債   

社債 － 120,000

長期借入金 770,553 575,357

繰延税金負債 30 －

再評価に係る繰延税金負債 440,064 440,064

退職給付引当金 134,700 146,998

その他 10,112 11,645

固定負債合計 1,355,460 1,294,065

負債合計 2,980,037 3,228,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,713,552 2,713,552

資本剰余金 200,233 200,233

利益剰余金 △152,296 △78,883

自己株式 △3,547 △3,547

株主資本合計 2,757,941 2,831,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 △2

土地再評価差額金 601,222 601,222

為替換算調整勘定 52,009 44,201

評価・換算差額等合計 653,371 645,422

少数株主持分 722 2,260

純資産合計 3,412,035 3,479,036

負債純資産合計 6,392,072 6,707,917

－ 6 －

㈱テークスグループ（7719）平成22年２月期　第２四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,432,146

売上原価 1,747,668

売上総利益 684,478

販売費及び一般管理費 ※1  652,483

営業利益 31,994

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,508

不動産賃貸料 4,304

その他 22,187

営業外収益合計 28,000

営業外費用  

支払利息 13,143

株式交付費償却 10,383

為替差損 11,024

不動産賃貸費用 10,803

その他 32,375

営業外費用合計 77,730

経常損失（△） △17,735

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,543

棚卸資産処分益 5,523

事業再構築引当金戻入 58,729

受取保険金 10,000

特別利益合計 77,796

特別損失  

貸倒引当金繰入額 19,116

たな卸資産評価損 47,718

過年度消費税等 21,351

特別損失合計 88,186

税金等調整前四半期純損失（△） △28,126

法人税、住民税及び事業税 49,915

法人税等調整額 △3,090

法人税等合計 46,824

少数株主損失（△） △1,538

四半期純損失（△） △73,412
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31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損失（△） △28,126

減価償却費 119,008

のれん償却額 30,657

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,087

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,350

受取利息及び受取配当金 △1,508

支払利息 13,143

為替差損益（△は益） 37

売上債権の増減額（△は増加） 349,543

たな卸資産の増減額（△は増加） 144,889

仕入債務の増減額（△は減少） △427,129

有形固定資産除却損 1,213

たな卸資産評価損 47,718

事業再構築引当金評価損 △58,728

過年度消費税等 21,351

未払又は未収消費税等の増減額 △36,117

その他 67,219

小計 310,311

利息及び配当金の受取額 1,508

利息の支払額 △13,681

法人税等の支払額 △34,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,873

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 16,000

有形固定資産の取得による支出 △30,460

無形固定資産の取得による支出 △4,358

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,818

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 130,000

短期借入金の返済による支出 △5,000

長期借入れによる収入 360,000

長期借入金の返済による支出 △131,784

社債の償還による支出 △140,000

その他 150

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,003,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,459,118
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．事業の名称変更 

平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。 

なお、セグメントの名称変更のため、前連結会計年度については、セグメント情報に与える影響はありま

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〕

  
試験機事業 
（千円） 

住生活事業
（千円） 

デジタル事業
（千円） 

ゆるみ止めナ
ット事業 
（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  588,647  344,099  143,457  84,982  1,161,187 ―       1,161,187

(2）セグメント間の内部売上高 ―      ―      ―      ―      ―      ―      ―    

計  588,647  344,099  143,457  84,982  1,161,187 ―       1,161,187

営業利益(又は営業損失）  78,262  △15,243  34,397  △6,568  90,848 ( ) 72,421  18,427

事業区分 主要製品又は事業内容 

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等 

住生活事業 金型、プラスティック製品、木工製品、家庭用電気製品等 

デジタル事業  マルチメディア端末のサーバーサービス 

ゆるみ止めナット事業 ハイパーロードナット、ハイパーロードスプリング、ハイテンションボルト  
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．事業の名称変更 

平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。 

なお、セグメントの名称変更のため、前連結会計年度については、セグメント情報に与える影響はありま

せん。  

４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」３．（1）に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、ゆるみ止めナッ

ト事業で2,153千円減少しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
試験機事業 
（千円） 

住生活事業
（千円） 

デジタル事業
（千円） 

ゆるみ止めナ
ット事業 
（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  1,328,784  660,859  234,057  208,445  2,432,146 ―       2,432,146

(2）セグメント間の内部売上高 ―      ―      ―      ―      ―      ―      ―    

計  1,328,784  660,859  234,057  208,445  2,432,146 ―       2,432,146

営業利益(又は営業損失）  147,381  △38,699  82,612  △13,558  177,735 ( ) 145,741  31,994

事業区分 主要製品又は事業内容 

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等 

住生活事業 金型、プラスティック製品、木工製品、家庭用電気製品等 

デジタル事業  マルチメディア端末のサーバーサービス 

ゆるみ止めナット事業 ハイパーロードナット、ハイパーロードスプリング、ハイテンションボルト  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  880,989  280,197  1,161,187 ―       1,161,187

(2）セグメント間の内部売上高  4,031  3,675  7,706 ( ) 7,706 ―     

計  885,020  283,873  1,168,894 ( ) 7,706  1,161,187

営業利益（又は営業損失）  103,731  △14,762  88,969 ( ) 70,541  18,427

－ 10 －

㈱テークスグループ（7719）平成22年２月期　第２四半期決算短信



  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」３．（1）に記載のとおり、当第１四

半 期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で2,153千円

減少しております。 

  

      当第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

２．国又は地域の区分は、中国のみとなっております。 

  

      当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

２．国又は地域の区分は、中国のみとなっております。 

   

 該当事項はありません。 

  

  
日本 

（千円） 
中国 

（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  1,907,339  524,806  2,432,146 ―       2,432,146

(2）セグメント間の内部売上高  4,031  22,514  26,546 ( ) 26,546 ―     

計  1,911,370  547,321  2,458,692 ( ) 26,546  2,432,146

営業利益（又は営業損失）  208,906  △36,251  172,654 ( ) 140,659  31,994

〔海外売上高〕

   中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  280,197  280,197

Ⅱ 連結売上高（千円）   1,161,187

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 24.1  24.1

   中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  524,806  524,806

Ⅱ 連結売上高（千円）   2,432,146

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 21.6  21.6

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        2,932,315  100.0

Ⅱ 売上原価        2,110,386  72.0

売上総利益        821,929  28.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        725,330  24.7

営業利益         96,598  3.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,399            

２．受取配当金  468            

３．為替差益 ―                 

４. 賃貸不動産収入  5,000            

５. その他  8,067  14,935  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  16,309            

２．手形譲渡損  1,254            

３．為替差損  7,432            

４．株式交付費償却  10,178            

５．社債発行費償却  5,771            

６．賃貸不動産費用  4,453            

７．その他  7,945  53,345  1.8

経常利益        58,188  2.0

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入額  6,774            

２．たな卸資産処分益  7,282            

３．事業再構築引当金繰入額
戻入 

 15,938  29,994  1.0

税金等調整前中間純利益        88,183  3.0

法人税、住民税及び事業
税 

 69,207            

法人税等調整額  △1,794  67,412  2.3

少数株主利益        1,557  0.0

中間純利益        19,212  0.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年3月1日 
至 平成20年8月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  88,183

減価償却費  113,535

賞与引当金の増減額(減少：△)  533

のれん償却額  25,761

退職給付引当金の増減額(減少：△)  16,284

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △181,192

受取利息及び受取配当金  △1,867

支払利息  16,309

為替差損益  △46

売上債権の増減額(増加：△)  △39,790

たな卸資産の増減額(増加△)  △115,114

仕入債務の増減額(減少：△)  81,331

長期滞留債権の増減額(増加：△)  153,765

社債買入損 ―     

有形固定資産除却損  748

減損損失 ―     

事業再構築引当金評価額  △15,938

未払消費税等の増減額(減少：△)  17,365

その他の増減額(減少：△)  123,936

小計  283,805

利息及び配当金の受取額  1,867

利息の支払額  △16,477

法人税等の支払額  △15,125

営業活動によるキャッシュ・フロー  254,070

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金預入による支出 ―     

子会社取得による純増加額  △41,646

連結子会社取得のための支出  △139,259

有形固定資産の取得による支出  △925

無形固定資産の取得による支出 ―     

その他 ―     

投資活動によるキャッシュ・フロー  △181,830
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年3月1日 
至 平成20年8月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入による収入  250,000

短期借入金の返済による支出  △294,445

長期借入による収入  29,132

長期借入金の返済による支出  △97,500

新株発行による収入 ―     

社債の償還による支出  △40,000

自己株式売却による収入 ―     

自己株式取得による支出  △234

その他  18

財務活動によるキャッシュ・フロー  △153,030

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  46

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少
額(減少：△) 

 △80,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,154,381

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,073,637
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