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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3月21日～平成21年9月20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 8,764 ― 198 ― 123 ― 67 ―
21年3月期第2四半期 8,809 △6.9 78 △8.3 42 △21.5 27 △85.2

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 4.66 ―
21年3月期第2四半期 1.89 ―

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 22,983 7,667 33.4 528.63
21年3月期 22,391 7,673 34.3 529.05

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,667百万円 21年3月期  7,673百万円

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）
0.00 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）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 20,500 8.5 650 332.8 450 742.4 320 ― 22.06
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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、５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、５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．本資料に記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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、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覧ください。 
２．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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 15,595,050株 21年3月期  15,595,050株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,091,036株 21年3月期  1,090,336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 14,504,122株 21年3月期第2四半期 14,504,993株
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界経済不況の影響が引き続き底割れ感は納まっておりま

すものの浮上感には乏しく底這い状態が継続している状況であります。 

 当社グループの関係業界の多くも同様で、全体的には設備投資、個人消費とも反転の兆しが感じられない状況であ

ります。 

 かかる状況の中、当社グループは情報機器の分野でエコ・省エネの観点から社会ニーズに適合した商品が順調に成

長しておりますことから、ＬＥＤ表示機などの成長分野への経営資源の重点配分の施策を講じる一方、“全体

適”をキーワードに原価、経費などの合理化、コスト削減を中心として徹底した経営の効率化に努めております。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期比0.5%減の87億６千４百万円でしたが、営業利益は同151.1%

増の１億９千８百万円、経常利益は同190.5%増の１億２千３百万円、四半期純利益は同146.1%増の６千７百万円とな

りました。 

  

 事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 （オート機器事業） 

 オート機器事業部門におきましては、中心となります洗車機に対する関係業界需要家の投資意欲が依然低調であ

り、メンテナンス事業などは健闘しておりますものの全体としては低迷した状況で、売上高は前年同期比5.6%減の47

億４千１百万円でありました。 

 （情報機器事業） 

 情報機器事業部門は、主体のＬＥＤ表示機がエコ・省エネといった社会の要請に受け入れられていることと官需関

係などの新規ルート開拓が進んでいることなどから、道路表示機などを中心に比較的順調に展開しており、売上高は

前年同期比5.1%増の13億９千５百万円となりました。 

 （生活機器事業） 

 雇用状況の更なる悪化も加わって個人消費は依然として冷え込んだ状態で、当事業分野でも厳しい状況が続いてお

り、生活機器の中心であります低温貯蔵庫も低調でありましたことなどから、売上高は前年同期比0.1%減の20億７千

４百万円でありました。 

 （住設機器事業） 

 子会社の株式会社ニューストが事業展開する木とアルミの複合サッシ設備及び反射板式消音装置の製造・設置が主

なもので建設事業に係る分野でありますので、同社を取り巻く環境も例外ではなく大変厳しい状況にあります。 

 しかしながら、同社は民事再生法適用後の経営改革努力の効果が実りつつあることに加え、民事再生法の後遺症の

影響から脱皮しつつあるという固有の要因もありましたことから、売上高は前年同期比56.5%増の４億５千５百万円

でありました。 

(その他の事業) 

 その他の事業はホテル運営事業と保険代理業、不動産管理及び賃貸業などで、中心のホテル運営事業は業者間競争

は一層厳しい環境下にありますが、当第２四半期累計期間の初めの善光寺御開帳による増客効果に加え、販促活動・

設備充実努力が奏功し、その他の事業の売上高は前年同期比6.7%増の９千７百万円となりました。 

  

（注） 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」（企業会計基準第14号）を適用しております。従いまして、当第２四半期連

結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため

前年同期比に関する情報は参考として記載しております。  

  

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
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（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比し、５億９千２百万円増加して229億８千３

百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末比８億６千７百万円の増加で123億６千１百万円でしたが、増加の大きなもの

は製品などのたな卸資産６億７千５百万円で、これは主に当社グループ事業の季節的要因によるものでありま

す。固定資産は、前連結会計年度末比２億７千５百万円の減少で106億２千万円になりましたが、主たる内容は

有形及び無形固定資産の減価償却によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末比５億９千８百万円増加し153億１千６百万円で、内訳は流動負債が１億１百万円

減少の98億８千３百万円、固定負債は７億円増加の54億３千２百万円で、大きなものは長短借入金の６億５千９

百万円の増加で、主に資金の手許流動性の安定化と季節的たな卸資産の増加等に備えたものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末比6百万円減少の76億６千６百万円であります。 

  

（２）キャッシュフローの状況  

 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ３千１百万円増加し、３億６千５百万円となりました。 

 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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、減少した資金は４億２千５百万円となりました。これは主に仕入債務の増加額１億８千９百

万円等があった一方で、たな卸資産の増加額６億５千１百万円、その他負債の減少額２億４千３百万円等による

減少があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、減少した資金は５千６百万円となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取

得による減少額と、貸付金の回収による増加額が相殺されたことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、増加した資金は５億１千３百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入14億円が

あった一方で、短期借入金の純減額３億４千万円、長期借入金の返済による支出４億円、配当金の支払いによる

支出１億４千５百万円があったことによるものであります。 

  

 平成21年５月７日付「平成21年３月期決算短信」で公表しました平成22年３月期の第２四半期累計期間の連結及び

個別業績予想につきましては、平成21年10月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりま

す。詳細につきましては「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 なお、今後の見通しは、内外情勢を含め依然不透明感が強く予断を許さない状況が続くものと思われますが、一層

の効率経営に努める所存ですので、平成21年５月７日付「平成21年３月期決算短信」で公表しました平成22年３月期

通期の連結及び個別業績予想は変更しておりません。 

 今後、業績予想数値に修正が生じる場合は、速やかに公表いたします。 

 また、配当予想につきましても変更はありません。 

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
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  該当事項はありません。  

  

  

 ①簡便な会計処理  

   イ.棚卸資産の評価方法 

 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定する方法によって

おります。 

   ロ.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、当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して

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 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

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

たが、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）が適用されたことに伴い、主として総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。 

 これによる損益への影響はありません。  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。  

  

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９月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,423,602 1,391,667

受取手形及び売掛金 4,550,035 4,389,226

製品 2,259,134 1,952,592

原材料 2,444,687 2,239,142

仕掛品 1,231,238 1,022,621

貯蔵品 198,472 243,963

その他 297,054 301,921

貸倒引当金 △42,922 △47,512

流動資産合計 12,361,302 11,493,623

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,420,600 3,651,631

機械装置及び運搬具（純額） 509,110 390,167

土地 2,909,220 2,909,220

その他（純額） 121,134 192,196

有形固定資産合計 6,960,065 7,143,215

無形固定資産   

のれん 1,438,069 1,492,501

その他 553,056 569,611

無形固定資産合計 1,991,126 2,062,113

投資その他の資産 1,669,422 1,690,364

固定資産合計 10,620,614 10,895,693

繰延資産 1,639 2,187

資産合計 22,983,555 22,391,504
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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９月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,311,076 1,097,299

短期借入金 5,592,611 5,713,520

未払金 2,512,024 2,692,984

未払法人税等 57,632 66,530

引当金 300,280 342,380

その他 110,065 72,803

流動負債合計 9,883,690 9,985,517

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 4,929,949 4,149,841

引当金 163,712 168,876

その他 238,879 313,579

固定負債合計 5,432,541 4,732,297

負債合計 15,316,232 14,717,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,373,552 3,373,552

資本剰余金 2,951,143 2,951,143

利益剰余金 2,135,808 2,213,244

自己株式 △509,314 △509,039

株主資本合計 7,951,189 8,028,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △75,424 △91,091

繰延ヘッジ損益 △5,290 △5,425

為替換算調整勘定 △203,150 △258,693

評価・換算差額等合計 △283,866 △355,210

純資産合計 7,667,323 7,673,689

負債純資産合計 22,983,555 22,391,504
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（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21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 8,764,237

売上原価 5,953,353

売上総利益 2,810,883

販売費及び一般管理費 2,612,672

営業利益 198,210

営業外収益 45,608

営業外費用  

支払利息 88,152

その他 32,193

営業外費用合計 120,346

経常利益 123,473

特別利益  

固定資産売却益 199

貸倒引当金戻入額 10,105

特別利益合計 10,305

特別損失  

固定資産除却損 724

投資有価証券評価損 198

特別損失合計 922

税金等調整前四半期純利益 132,855

法人税、住民税及び事業税 42,903

法人税等調整額 22,341

法人税等合計 65,244

四半期純利益 67,611
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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  

税金等調整前四半期純利益 132,855

減価償却費 235,520

のれん償却額 54,432

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,874

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,163

前払年金費用の増減額（△は増加） 41,957

受取利息及び受取配当金 △11,517

支払利息 88,152

有形固定資産除売却損益（△は益） 524

投資有価証券評価損益（△は益） 198

売上債権の増減額（△は増加） △87,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △651,304

その他の資産の増減額（△は増加） △15,662

仕入債務の増減額（△は減少） 189,844

その他の負債の増減額（△は減少） △243,474

小計 △303,809

利息及び配当金の受取額 11,285

利息の支払額 △80,230

法人税等の支払額 △53,168

営業活動によるキャッシュ・フロー △425,923

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 △787,500

定期預金の払戻による収入 787,500

有形固定資産の取得による支出 △64,878

有形固定資産の売却による収入 366

無形固定資産の取得による支出 △5,135

投資有価証券の取得による支出 △3,130

貸付金の回収による収入 17,937

その他の収入 5

その他の支出 △1,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,358

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） △340,000

長期借入れによる収入 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △400,800

自己株式の取得による支出 △275

配当金の支払額 △145,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 513,877

現金及び現金同等物に係る換算差額 339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,934

現金及び現金同等物の期首残高 333,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 365,318
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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２四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年９月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の種類及び性質の類似性により区分をしております。 

２．各区分に属する主要な製品 
   

  
  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日）  

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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〕

  
オート機器
事業 
（千円） 

情報機器事
業（千円） 

生活機器事
業（千円） 

住設機器事
業（千円） 

その他の事業
（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 
4,741,563  1,395,298 2,074,027 455,452 97,894  8,764,237  － 8,764,237

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

48,866  51 203,763 329 67,845  320,857  (320,857) －

計 4,790,430  1,395,350 2,277,791 455,781 165,740  9,085,094  (320,857) 8,764,237

営業利益又は 

営業損失（△） 
485,191  61,872 192,905 △138,913 31,983  633,038  (434,827) 198,210

事業区分 主要製品名および事業 

オート機器事業 門型洗車機・高圧洗車洗浄機、灯油配送ローリー、各種オイル交換機 

情報機器事業 ＬＥＤ表示機、工事用表示機、フルカラー表示システム 

生活機器事業 農産物低温貯蔵庫、米保管庫、パン焼き機・餅つき機など家庭用電気機器 

住設機器事業 建具製造業、建具工事業、管工事業 

その他の事業 保険代理業、不動産管理・賃貸業、ホテル業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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）（要約）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21日 
至 平成20年９月20日） 

 科目 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  8,809,425  100.0

Ⅱ 売上原価  6,049,419  68.7

売上総利益  2,760,006  31.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,681,075  30.4

営業利益  78,930  0.9

Ⅳ 営業外収益  79,048  0.9

Ⅴ 営業外費用  115,476  1.3

経常利益  42,502  0.5

Ⅵ 特別利益  1,680  0.0

Ⅶ 特別損失  10,188  0.1

税金等調整前中間純利益  33,995  0.4

法人税、住民税及び事業税  33,691  0.4

法人税等調整額  △27,172  △0.3

中間純利益  27,475  0.3
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前中間連結会計期間（自平成20年３月21日 至平成20年９月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の種類及び性質の類似性により区分をしております。 

２．各区分に属する主要な製品 
   

  
  

  

前中間連結会計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日）  

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント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、記載を省略しております。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
オート機器
事業 
（千円） 

情報機器事
業（千円） 

生活機器事
業（千円） 

住設機器事
業（千円） 

その他の事業
（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 
5,022,742  1,327,833 2,076,020 291,117 91,711  8,809,425  － 8,809,425

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

4,045  60 225,275 120 59,656  289,157  (289,157) －

計 5,026,787  1,327,894 2,301,296 291,237 151,367  9,098,583  (289,157) 8,809,425

営業利益又は 

営業損失（△） 
549,582  99,881 40,712 △207,937 23,592  505,831  (426,900) 78,930

事業区分 主要製品名および事業 

オート機器事業 門型洗車機・高圧洗車洗浄機、灯油配送ローリー、各種オイル交換機 

情報機器事業 ＬＥＤ表示機、工事用表示機、フルカラー表示システム 

生活機器事業 農産物低温貯蔵庫、米保管庫、パン焼き機・餅つき機など家庭用電気機器 

住設機器事業 建具製造業、建具工事業、管工事業 

その他の事業 保険代理業、不動産管理・賃貸業、ホテル業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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