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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,504 △35.7 △361 ― △363 ― △368 ―

21年3月期第2四半期 3,895 ― 50 ― 14 ― 11 ―

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 △36.96 ―

21年3月期第2四半期 1.15 ―

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 8,084 1,245 15.4 124.63
21年3月期 8,526 1,596 18.7 159.77

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,244百万円 21年3月期  1,595百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 5,500 △22.8 △280 ― △300 ― △300 ― △30.05



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 

 上記の予想は本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確定な要因に係る仮定を前提としています。実際の業
績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページ定性的情報・財務諸表等 3.
連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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2四半期 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  16,815株 21年3月期  16,815株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期  9,983,185株 21年3月期第2四半期  9,983,185株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部では輸出の下げ止まりとそれに伴う在庫調整の進

展による生産の持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢、個人消費や設備投資の基調は引き続き弱含み

であるなど、依然として厳しい状況のなかで推移いたしました。  

 当社グループに関連する工業用機械刃物業界におきましても、あらゆる分野において需要回復の足取りは

遅く、依然として前年を大きく下回る需要減のなかで経過いたしました。  

 このような環境のなかで、当社グループの第２四半期連結累計期間における業績は、工業用機械刃物にお

いては、前第４四半期における受注の急減などの影響を受け前年同期に比べ、鉄鋼・合板・情報通信関連な

ど主力分野向けをはじめあらゆる分野の売上高は大きく減少しました。  

 産業用機械及び部品においても、設備投資の減退や工作機械受注の減少などの影響を受け、海外向けをは

じめ売上高は減少しました。  

 緑化造園においては、自動車関連工場建設に係る大型植栽工事施工など民間需要や管理業務などに支えら

れ、売上高の減少を最小限にとどめることができました。  

 この結果、連結売上高は25億４百万円と前年同期比35.7％減となりました。売上高の低迷に加え、受注額

の減少による工場操業度の悪化や諸資材・原材料高騰などの影響を引き続き受け売上原価が上昇したことな

どにより、損益面におきましては、営業損失３億61百万円（前年同期は営業利益50百万円）、経常損失３億

63百万円（前年同期は経常利益14百万円）、四半期純損失３億68百万円（前年同期は四半期純利益11百万

円）を計上することとなりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億42百万円減少し、80億84

百万円となりました。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億84百万円減少し、52億71百万円となりました。主な要因は、

受取手形及び売掛金とたな卸資産が６億円減少したことなどによるものであります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、28億12百万円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億30百万円減少し、33億93百万円となりました。主な要因は、

支払手形や従業員短期預り金の減少などによるものであります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ３億38百万円増加し、34億45百万円となりました。主な要因は、

長期借入金や退職給付引当金が増加したことなどによるものであります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ３億50百万円減少し、12億45百万円となりました。主な要因は、四

半期純損失の計上によるものであります。  

  

当第２四半期連結累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、前連結会計年度

末に比べ２億62百万円増加し、15億97百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は31百万円となりました。これは売上

債権の減少３億88百万円、たな卸資産の減少２億14百万円、減価償却費１億36百万円などがあったもの

の、仕入債務の減少４億１百万円、税金等調整前四半期純損失３億57百万円などがあったことを反映し

たものであります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は11百万円となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出62百万円、定期預金の預入と払戻の差額42百万円などがあったことを反

映したものであります。 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は３億２百万円となりました。これは

主に長・短期借入金の借入と返済の差額３億22百万円などによるものであります。 

  

 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

(1)資産、負債および純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）



今後のわが国経済の見通しにつきましては、一部で輸出や生産の持ち直しが見られるものの、個人消費

や設備投資の基調は引き続き弱含みであり、景気低迷からの脱却をまだ見通せない厳しい環境が今後も続

くことと予想されます。  

 このような環境のもと、当社グループ平成22年３月期の通期業績は、当第２四半期までの業績低迷の影

響を受け、売上高並びに損益面で当初の予想を大きく下回る見通しとなりました。当連結会計年度に入り

受注・引合等に回復の動きも見られ、今後に向けては幾分状況の好転も期待されますが、通期業績は当初

の予想を下回る見通しとなり、連結ならびに個別業績予想を修正いたします。具体的内容につきまして

は、本日（平成21年10月30日）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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

（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、当第1四半期連結会計期間以降に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性
が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事に
ついては工事完成基準を適用しております。 
 なお、これによる売上高、売上総利益、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与
える影響は軽微であるため、金額の記載を省略しております。    

  

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

 会計処理基準に関する事項の変更 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,751 1,531

受取手形及び売掛金 1,425 1,813

製品 682 761

仕掛品 646 719

原材料及び貯蔵品 610 670

繰延税金資産 146 129

その他 48 71

貸倒引当金 △38 △41

流動資産合計 5,271 5,656

固定資産   

有形固定資産 1,652 1,647

無形固定資産 129 146

投資その他の資産   

投資有価証券 301 282

繰延税金資産 490 520

その他 262 298

貸倒引当金 △23 △26

投資その他の資産合計 1,030 1,076

固定資産合計 2,812 2,870

資産合計 8,084 8,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 538 936

短期借入金 2,415 2,396

リース債務 42 26

未払法人税等 9 15

賞与引当金 45 18

その他 341 429

流動負債合計 3,393 3,823

固定負債   

長期借入金 2,597 2,293

リース債務 156 99

退職給付引当金 106 66

役員退職慰労引当金 108 119

長期預り金 475 526

固定負債合計 3,445 3,106

負債合計 6,838 6,930



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 500 500

資本剰余金 194 194

利益剰余金 542 911

自己株式 △3 △3

株主資本合計 1,233 1,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48 40

為替換算調整勘定 △37 △48

評価・換算差額等合計 10 △7

少数株主持分 1 1

純資産合計 1,245 1,596

負債純資産合計 8,084 8,526



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,895 2,504

売上原価 2,939 2,168

売上総利益 955 336

販売費及び一般管理費 904 697

営業利益又は営業損失（△） 50 △361

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 3 3

為替差益 19 －

持分法による投資利益 24 7

補助金収入 － 67

その他 13 19

営業外収益合計 62 99

営業外費用   

支払利息 60 61

シンジケートローン手数料 19 －

為替差損 － 12

その他 18 27

営業外費用合計 98 101

経常利益又は経常損失（△） 14 △363

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失   

固定資産除却損 5 －

特別損失合計 5 －

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（△）

9 △357

法人税、住民税及び事業税 7 5

法人税等調整額 △10 5

法人税等合計 △2 11

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11 △368



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

9 △357

減価償却費 119 136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 27

退職給付引当金の増減額（△は減少） △83 39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △11

受取利息及び受取配当金 △5 △5

補助金収入 － △67

支払利息 60 61

固定資産除却損 5 0

為替差損益（△は益） △2 4

持分法による投資損益（△は益） △12 △6

売上債権の増減額（△は増加） 154 388

たな卸資産の増減額（△は増加） △88 214

前渡金の増減額（△は増加） △20 1

未収入金の増減額（△は増加） 1 9

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2 2

仕入債務の増減額（△は減少） △82 △401

未払金の増減額（△は減少） 3 △1

未払消費税等の増減額（△は減少） △14 12

預り金の増減額（△は減少） △15 6

長期預り金の増減額（△は減少） 41 △50

その他 10 △30

小計 75 △32

利息及び配当金の受取額 5 5

補助金の受取額 － 67

利息の支払額 △59 △57

法人税等の支払額 △23 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー △1 △31

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 △71 △62

無形固定資産の取得による支出 △9 －

定期預金の預入による支出 △83 △55

定期預金の払戻による収入 88 98

従業員に対する貸付けによる支出 △5 △2

従業員に対する貸付金の回収による収入 3 0

その他 － 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △78 △11



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 36 △58

長期借入れによる収入 600 920

長期借入金の返済による支出 △506 △538

リース債務の返済による支出 － △19

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △49 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 79 302

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2 262

現金及び現金同等物の期首残高 1,182 1,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,184 1,597



当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月1日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １．事業区分の方法は製品の系列およ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・工事 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １．事業区分の方法は製品の系列およ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・工事 

 
  

(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】

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,932 722 240 3,895 ― 3,895

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 0 7 8 (8) ―

計 2,932 723 247 3,903 (8) 3,895

営業利益又は営業損失（△） 345 △28 1 318 (267) 50

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,922 360 221 2,504 ― 2,504

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 0 8 8 (8) ―

計 1,922 360 229 2,512 (8) 2,504

営業利益又は営業損失（△） △81 △71 0 △152 (209) △361

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累
計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
記載は省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
３ 海外売上高は、当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あります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 
(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国 
(2) その他の地域……米国、ロシア 

３．海外売上高は、当社およ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あります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月1日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 636 122 758

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 3,895

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.4 3.1 19.5

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 423 46 470

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 2,504

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 1.9 18.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 
(注) １ 金額は販売価格であり、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引について、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 第２四半期連結累計期間における生産、受注及び販売の状況

1 生産実績

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成20年９月30日) 至 平成21年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

工業用機械刃物 2,951 1,875

産業用機械及び部品 717 256

緑化造園 236 221

合計 3,906 2,354

2 受注実績

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成20年９月30日) 至 平成21年９月30日)

受注高(百万円) 受注残高(百万円) 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

工業用機械刃物 3,246 1,263 1,911 626

産業用機械及び部品 536 37 332 43

緑化造園 335 207 294 124

合計 4,118 1,508 2,539 794

3 販売実績

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成20年９月30日) 至 平成21年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

工業用機械刃物 2,932 1,922

産業用機械及び部品 722 360

緑化造園 240 221

合計 3,895 2,504



 
(注) 売上高金額欄の(  )は内数で輸出分である。 

  

   
  

(2) （個別業績）第２四半期累計期間における製品別売上高及び受注高の状況

1 製品別売上高

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

鉄鋼用刃物
562 16 318 14 1,092 17

(55) (37) (149)

合板用刃物
480 13 319 15 765 12

(398) (266) (615)

製紙パルプ用 
刃物

1,286 35 838 38 2,438 37

(115) (79) (217)

製本用刃物
164 5 88 4 278 4

(67) (40) (108)

産業用機械
114 3 107 5 191 3

(73) (13) (109)

その他
1,022 28 527 24 1,768 27

(48) (31) (67)

合計
3,629 100 2,200 100 6,535 100

(758) (21) (470) (21) (1,267) (19)

2 製品別受注高明細表ならびに当第２四半期末受注残高明細表

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期
会計期間末 
受注残高 

(平成21年9月30日)

区分
金額 

(百万円)
構成比(％)

金額
(百万円)

構成比(％)
金額

(百万円)
構成比(％) 金額(百万円)

鉄鋼用刃物 618 16 279 13 1,046 17 99

合板用刃物 536 13 272 12 791 13 109

製紙パルプ用 
刃物

1,397 35 868 40 2,275 36 224

製本用刃物 158 4 105 5 243 4 38

産業用機械 103 3 80 4 213 3 43

その他 1,160 29 554 26 1,726 27 155

合計 3,975 100 2,161 100 6,296 100 670




