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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 3,596 △17.7 △217 ― △166 ― △239 ―

21年3月期第2四半期 4,371 ― △99 ― △70 ― △212 ―

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 △13.06 ―

21年3月期第2四半期 △11.62 ―

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 10,725 7,250 66.7 391.96
21年3月期 11,190 7,449 65.7 402.56

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,157百万円 21年3月期  7,351百万円

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  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 8,010 △8.9 △66 ― 17 ― △98 ― △5.37



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  無  

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の業績予想は、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たものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は４ページを参照して下さい。 

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 18,640,112株 21年3月期  18,640,112株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  381,694株 21年3月期  379,701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 18,259,216株 21年3月期第2四半期 18,263,406株



 急激な円高など為替市場が大きく変動する中、中国などアジアの一部の国を除いて世界の経済情勢は混迷したた

め、わが国においても業種を問わず企業収益が急速に悪化し、生産調整や設備投資の減退が顕著になり、景気は大き

く後退したままに推移しました。失業率もますます悪化し雇用不安が増大するなど個人消費も冷え込みました。当社

主力先の土木建設業界においても新規の建設着工件数が前年を大きく割りこみ、依然として厳しい環境が続きまし

た。 

 このような環境の中、当社グループの切削機具事業では耐震対策のマンホール消散弁や乾式コアドリル等の新規開

発商品が徐々に浸透し始めたものの工事全体需要が減少したまま依然として回復せず、ビット、ブレード等の消耗

品、機械製品とも売上が減少しました。特殊工事事業では学校・橋などの耐震補強工事、高炉解体などの切断工事の

受注は順調に推移しましたが、新築ビル、マンション等の建設が落込み、アンカー・ボンド工事の低下により全体売

上はやや減少しました。生活関連品事業では景気対策の電化製品などエコポイント還元商材や低価格商品などが注目

されたものの、新規住宅設備が低調で一般建設材料や機械工具・住宅関連品の売上は減少しました。工場設備関連事

業では提案営業強化によって販路を拡大し真空加熱炉の受注によりほぼ前年並みの売上となりました。その他の事業

においてはIT関連の設備投資が鈍化し売上減少となりましたが８月に東京地区でのIT関連企業の営業譲受に伴い、新

事務所移転とともに事業拡大を図りました。また介護事業においては新規事業所の地域認知をすすめ、営業強化を図

りほぼ前年並みの売上となりました。 

 その結果、当第２四半期の連結業績は、売上高35億96百万円(前年同期比17.7％減)、営業利益は△２億17百万円

（前年同期は△99百万円）となりました。また経常利益は△１億66百万円（前年同期は△70百万円）となり、第２四

半期純利益は、△２億39百万円（前年同期は△２億12百万円）となりました。 

 当第２四半期におけるセグメント別の売上高は次のとおりであります。 

セグメント別売上高                                   （単位：千円） 

   （注）１．上記金額は外部顧客に対する売上高であり、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。 

      ２．前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため第１四半期連結累計期間より「工場

設備関連事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。 

        なお、前年同期比較にあたっては前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っており

ます。 

  

  

 財政状態の変動状況  

 当第２四半期末における総資産は、前期末から４億65百万円減少し107億25百万円となりました。流動資産は、売

上高の減少および売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少などにより５億23百万円減少し、42億78百万円と

なりました。固定資産は、大きな変動は無く58百万円増加し、64億47百万円となりました。負債は前期末から２億65

百万円減少し34億75百万円となりました。流動負債は、仕入高の減少および仕入債務の支払いに伴う支払手形及び買

掛金の減少などにより２億50百万円減少し24億23百万円となりました。固定負債は、大きな変動は無く15百万円減少

し10億52百万円となりました。なお、有利子負債も大きな変動は無く前期末から４百万円減の16億47百万円となりま

した。純資産は、第２四半期純損失などにより前期末から２億円減少し72億50百万円となりました。株主資本は、資

本剰余金から５億42百万円を利益剰余金に振替えたため資本剰余金は同額減少し34億23百万円に、利益剰余金は、３

億３百万円増加し△２億44百万円となり株主資本合計は、第２四半期純損失等の２億39百万円が減少となり72億15百

万円となりました。 

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

事 業 区 分 
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 増    減 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 増減率（％）

 切削機具事業 1,471,648 33.7 1,156,422 32.1 △315,226 △21.4

 特殊工事事業 628,847 14.4 582,306 16.2 △46,540 △7.4

 建設・生活関連品事業 1,665,243 38.1 1,257,155 35.0 △408,088 △24.5

 工場設備関連事業 287,884 6.6 284,720 7.9 △3,164 △1.1

 その他の事業 317,476 7.2 315,182 8.8 △2,294 △0.7

合    計 4,371,097 100.0 3,595,784 100.0 △775,313 △17.7

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  

 高齢者賃貸住宅を11月に新規開設（広島市南区段原町）する介護事業および東京拠点事業の業容が倍加するソフト

開発事業は事業範囲を拡大中であり、概ね順調に推移すると見込んでおりますが、初期投資が続くため収益効果は下

期後半以降となります。主力とする土木建設関連分野においては政府の住宅促進政策や建設投資政策が期待されるも

のの、早期回復には時間を要すると見込まれることから当社グループは安定需要の見込める耐震補強工事分野の営業

をさらに強化し、独自製品の業界への浸透強化を図り、市場獲得に全力を挙げるとともに、販売費及び一般管理費の

圧縮に努め一層のコスト削減を推進し、業績回復に邁進してまいります。当期の見通しにつきましては平成21年7月

31日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 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）を第１四半期連結会計期間より適用しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

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



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 973,154 849,779

受取手形及び売掛金 1,882,521 2,385,780

有価証券 109,134 109,799

商品及び製品 959,455 997,333

仕掛品 42,898 43,974

原材料及び貯蔵品 185,228 187,565

その他 129,271 232,471

貸倒引当金 △3,235 △5,620

流動資産合計 4,278,427 4,801,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,936,573 3,934,749

減価償却累計額 △2,249,938 △2,212,022

建物及び構築物（純額） 1,686,635 1,722,727

土地 3,790,925 3,790,925

その他 1,015,829 1,191,331

減価償却累計額 △859,766 △1,038,155

その他（純額） 156,063 153,176

有形固定資産合計 5,633,623 5,666,828

無形固定資産   

のれん 14,317 26,795

その他 94,828 105,421

無形固定資産合計 109,144 132,217

投資その他の資産   

投資有価証券 382,593 337,193

その他 405,188 319,024

貸倒引当金 △83,927 △66,376

投資その他の資産合計 703,853 589,841

固定資産合計 6,446,621 6,388,885

資産合計 10,725,048 11,189,965



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,227,878 1,431,902

短期借入金 951,634 924,810

未払法人税等 28,401 30,479

賞与引当金 74,619 70,426

完成工事補償引当金 389 380

その他 140,352 215,745

流動負債合計 2,423,274 2,673,741

固定負債   

長期借入金 695,665 726,837

退職給付引当金 255,276 237,195

役員退職慰労引当金 52,814 46,429

その他 48,422 56,572

固定負債合計 1,052,177 1,067,033

負債合計 3,475,450 3,740,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 3,423,064 3,965,370

利益剰余金 △244,345 △547,741

自己株式 △54,423 △54,205

株主資本合計 7,214,566 7,453,695

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53,903 △92,711

為替換算調整勘定 △4,051 △10,018

評価・換算差額等合計 △57,954 △102,728

少数株主持分 92,985 98,224

純資産合計 7,249,598 7,449,191

負債純資産合計 10,725,048 11,189,965



（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）

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 4,371,097 3,595,784

売上原価 3,438,496 2,824,611

売上総利益 932,601 771,174

販売費及び一般管理費 1,031,964 987,706

営業損失（△） △99,363 △216,532

営業外収益   

受取利息 2,269 1,415

受取配当金 5,152 3,974

有価証券運用益 10,982 29,373

為替差益 － 1,885

受取手数料 4,830 5,565

受取家賃 8,543 8,167

その他 12,708 10,316

営業外収益合計 44,484 60,696

営業外費用   

支払利息 7,467 8,959

為替差損 1,890 －

その他 5,393 1,622

営業外費用合計 14,750 10,581

経常損失（△） △69,629 △166,418

特別利益   

固定資産売却益 676 0

特別利益合計 676 0

特別損失   

固定資産売却損 164 －

固定資産除却損 239 6,911

投資有価証券売却損 73,448 －

投資有価証券評価損 105,649 －

たな卸資産評価損 53,349 －

特別損失合計 232,848 6,911

税金等調整前四半期純損失（△） △301,801 △173,329

法人税、住民税及び事業税 22,627 19,498

法人税等調整額 △115,028 45,002

法人税等合計 △92,401 64,500

少数株主利益 2,773 701

四半期純損失（△） △212,173 △238,530



 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） 

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）前連結会計年度において、事業の種類別セグメントを変更したため第１四半期連結累計期間より「工場設備関連

事業」を「その他の事業」から独立掲記しております。なお、前第２四半期連結累計期間における「その他の事

業」に含まれる「工場設備関連事業」のセグメント情報は次のとおりであります。 

   売上高（１）外部顧客に対する売上高         287,884千円 

      （２）セグメント間の内部売上高又は振替高     9,918 

                計            297,802 

   営業利益                       3,352 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
切削機具事業

（千円） 
特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 
（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 
1,471,648  628,847  1,665,243  605,360  4,371,097  －  4,371,097

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  14,667  11,760  26,427  △26,427  －

計  1,471,648  628,847  1,679,910  617,119  4,397,524  △26,427  4,371,097

 営業利益  14,230  9,888  30,032  3,722  57,872  △157,234  △99,363

  
切削機具事業

（千円） 
特殊工事事業 

（千円） 

建設・生活 

関連品事業 
（千円） 

工場設備関連

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 
1,156,422  582,306  1,257,155  284,720  315,182  3,595,784  －  3,595,784

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  14,604  2,463  300  17,367  △17,367  －

計  1,156,422  582,306  1,271,759  287,182  315,482  3,613,151  △17,367  3,595,784

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
 △43,079  32,057  △18,891  361  △17,100  △46,653  △169,879  △216,532

（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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