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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年3月21日～平成21年9月20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 ％

22年3月期第2四半期 2,113 ― △109 ― △82 ― △119 ―

21年3月期第2四半期 3,529 △6.9 33 △64.2 72 △48.2 △8 ―

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2四半期 △25.85 ―

21年3月期第2四半期 △1.92 ―

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2四半期 3,402 2,405 70.7 518.89
21年3月期 4,233 2,653 62.7 572.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,405百万円 21年3月期  2,653百万円

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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 4,600 △28.9 △160 ― △110 ― △150 ― △32.35
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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．その他をご覧ください。 

(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．その他をご覧ください。 

(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） 22年3月期第2四半期 4,680,000株 21年3月期  4,680,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  43,836株 21年3月期  43,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 4,636,164株 21年3月期第2四半期 4,635,364株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・第２四半期累計期間及び通期業績予想に関しましては、平成21年５月１日付「平成21年３月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想を修正
いたしました。なお、詳細につきましては、平成21年10月21日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・本業績予想は、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ております。今後の経済状況等の変化により、実際の業績は見通しと異な
る可能性があります。 
・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２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況を契機とした急激な国内景気の悪化は、

最悪期を脱したと言われながらも、依然設備投資の抑制が続く景気停滞局面の中にあり、厳しい事業環境で推移して

まいりました。  

 当機械工業業界におきましても、製造業における低調な生産活動から受注環境の低迷が長期化し、停滞感から脱し

きれないまま第２四半期を終えました。 

 このような中にあり当社としては、各種展示会開催や営業情報の発信を通じて積極的なニーズの掘り起こしを進め

てまいりましたが、受注回復までには至らず、工作機械等の設備のみならず工具その他においても売上高は計画比３

割減という厳しい内容となりました。 

 期中においては、こうした受注減少分を新たなビジネスチャンス（集中購買サービスの展開）で補填することで当

初計画の売上確保を目指してまいりましたが、市況環境からの受注のずれ込みがあり、結果として売上高2,113百万

円となりました。 

 利益面につきましても、経費での削減（前年同期比15％カットの実現）は順調に推移してきたものの、売上高の乖

離からくる利益の減少から営業損失109百万円、経常損失82百万円となり。併せて、四半期純損失についてもこうし

た影響のほか、遊休資産の減損処理の実施による特別損失９百万円計上や繰延税金資産の回収可能性の見直し等の影

響も加わり、119百万円の損失となりました。 

（1）資産、負債および純資産の状況  

 ①資産 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、3,402百万円となり前事業年度末に比べ、830百万円減少しまし

た。この主な要因は、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が495百万円減少したこと現金及び預金が284百

万円減少したこと等であります。 

 ②負債 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、997百万円となり前事業年度末に比べ、583百万円減少しまし

た。主な要因は、仕入高の減少に伴う支払手形及び買掛金が556百万円減少したこと等であります。  

 ③純資産 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、2,405百万円となり前事業年度末に比べ、247百万円減少しまし

た。主な要因は、剰余金の配当46百万円及び四半期純損失の計上119百万円により、利益剰余金が166百万円減

少したことと、その他有価証券評価差額金が81百万円減少したことであります。 

 なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は70.7％となり、前事業年度末に比べ８ポイント上昇して

おります。  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

284百万円減少し464百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、126百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額489百万円が増加

要因となったものの、一方で税引前四半期純損失の計上95百万円及び仕入債務の減少額563百万円の支出要因が

あったこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は、109百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出107

百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、48百万円となりました。これは、配当金の支払額46百万円とファイナン

ス・リース債務の返済による支出２百万円であります。    

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
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 平成22年３月期通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗や今後の当社ユーザー

である製造業を取り巻く環境として第３四半期以降も急速に回復する可能性が低く、第２四半期累計期間での売上高

減少分をカバーできない見込みから、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月１日付「平成21年３月期決算短

信（非連結）」にて発表いたしました業績予想を修正いたしました。なお、通期見通しは、10月21日付で公表いたし

ました「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、売上高4,600百万円、営業損失160百万円、経常損失110百万

円、当期純損失150百万円を見込んでおります。 

① 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事業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

場合には、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定する方法によっております。 

② 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、事業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。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業年度決算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。 

① 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。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

３．業績予想に関する定性的情報

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９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 465,159 749,824

受取手形及び売掛金 1,529,184 2,025,179

有価証券 100,041 －

商品 147,991 185,326

その他 48,324 57,298

貸倒引当金 △2,000 △1,470

流動資産合計 2,288,701 3,016,159

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 139,728 153,897

土地 269,006 269,006

その他（純額） 5,753 6,957

有形固定資産合計 414,488 429,861

無形固定資産 13,887 15,993

投資その他の資産   

投資有価証券 555,107 599,612

その他 141,788 177,818

貸倒引当金 △11,285 △5,918

投資その他の資産合計 685,610 771,512

固定資産合計 1,113,986 1,217,367

資産合計 3,402,688 4,233,527

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 756,334 1,312,452

未払法人税等 7,139 7,003

賞与引当金 6,800 15,100

その他 104,136 76,753

流動負債合計 874,410 1,411,308

固定負債   

退職給付引当金 71,285 83,088

役員退職慰労引当金 37,650 76,700

その他 13,684 9,339

固定負債合計 122,619 169,128

負債合計 997,030 1,580,436
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 347,036 513,254

自己株式 △6,755 △6,755

株主資本合計 2,532,493 2,698,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △126,835 △45,619

評価・換算差額等合計 △126,835 △45,619

純資産合計 2,405,657 2,653,091

負債純資産合計 3,402,688 4,233,527
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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３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 2,113,989

売上原価 1,821,336

売上総利益 292,653

販売費及び一般管理費 401,761

営業損失（△） △109,107

営業外収益  

仕入割引 19,751

その他 7,058

営業外収益合計 26,810

営業外費用  

支払利息 343

その他 49

営業外費用合計 393

経常損失（△） △82,690

特別損失  

固定資産除却損 28

投資有価証券評価損 2,364

減損損失 9,933

特別損失合計 12,325

税引前四半期純損失（△） △95,016

法人税、住民税及び事業税 4,542

法人税等調整額 20,297

法人税等合計 24,839

四半期純損失（△） △119,856
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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３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △95,016

減価償却費 7,516

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,050

投資有価証券評価損益（△は益） 2,364

減損損失 9,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,311

受取利息及び受取配当金 △5,793

支払利息 343

固定資産除却損 28

売上債権の増減額（△は増加） 489,675

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,335

仕入債務の増減額（△は減少） △563,272

その他 42,850

小計 △126,877

利息及び配当金の受取額 5,311

利息の支払額 △343

法人税等の支払額 △4,379

営業活動によるキャッシュ・フロー △126,288

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △107,969

貸付けによる支出 △5,400

貸付金の回収による収入 3,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,933

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △46,361

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284,666

現金及び現金同等物の期首残高 749,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,579
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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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,529,837  100.0

Ⅱ 売上原価        3,025,788  85.7

売上総利益        504,048  14.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        470,677  13.3

営業利益        33,370  0.9

Ⅳ 営業外収益                  

受取利息  726            

仕入割引   30,952            

その他  9,278  40,956  1.2

Ⅴ 営業外費用                  

支払利息  460            

その他   1,292  1,753  0.0

経常利益        72,573  2.1

Ⅵ 特別利益                  

貸倒引当金戻入益   150  150  0.0

Ⅶ 特別損失                  

役員退職慰労引当金繰入額  71,414            

過年度消費税等  1,001  72,415  2.1

税引前中間純利益        308  0.0

法人税、住民税及び事業税  37,315            

法人税等調整額 △28,128  9,186  0.3

中間純損失（△）       △8,878 △0.3
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  308

減価償却費  7,649

賞与引当金の減少額 △1,800

役員賞与引当金の減少額 △6,500

退職給付引当金の増加額  4,916

役員退職慰労引当金の増加額  73,807

貸倒引当金の減少額 △150

受取利息及び受取配当金 △8,103

過年度消費税等  1,001

支払利息  460

売上債権の減少額  367,758

たな卸資産の増加額 △18,683

仕入債務の減少額 △116,844

その他  21,142

小計  324,963

利息及び配当金の受取額  11,991

利息の支払額 △460

法人税等の支払額 △70,860

営業活動によるキャッシュ・フロー  265,633

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の払戻しによる収入  24,637

有形固定資産の取得による支出 △58,224

投資有価証券の取得による支出 △126,954

出資による支出 △4,248

貸付金による支出 △1,200

貸付金の回収による収入  2,412

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,577

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額 △57,942

ファイナンス・リース債務の返済
による支出 

△1,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,907

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  42,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  465,930

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  508,079
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