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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 3,939 1.4 45 △34.4 56 △45.5 32 ―

21年3月期第2四半期 3,886 ― 69 ― 104 ― △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 4.19 ―

21年3月期第2四半期 △1.52 ―

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 11,527 6,883 58.4 891.18
21年3月期 11,612 6,948 58.6 883.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,733百万円 21年3月期  6,799百万円

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 ― 25.00 25.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 20.00

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 9,070 △3.8 295 △31.9 343 △28.0 188 △29.4 24.69



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） 

(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 

  本資料に記載している業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績予
想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 8,320,320株 21年3月期  8,320,320株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  764,847株 21年3月期  627,511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 7,672,570株 21年3月期第2四半期 7,775,665株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展及び中国を中心としたアジア向け輸出の

回復基調が鮮明となったこと等から緩やかな回復を続けております。一方、企業収益は依然低水準にとどまってお 

り、設備投資は大幅に減少、また、個人消費も定額給付金、エコカー減税やエコポイント制度の導入によって持ち直

しの動きがあるものの、失業率が過去最悪となり、雇用・所得環境が一段と厳しさを増す等引き続き厳しい環境であ

りました。 

  このような状況下、当社グループでは、営業力・技術力両面の強化を図るとともに、懸案事項であった海外投資に

ついての決定を行うなど新たな成長戦略の推進に向けて具体的な動きもスタートしております。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,939百万円(前第２四半期連結累計期間比1.4%増)と微増となりました 

が、利益面では、利益率の低い一連ラインの売上が1,480百万円と前第２四半期連結累計期間比306百万円増加したこ

とを始め、競争激化による利益率の低下も重なり、売上総利益は823百万円(同0.6%増)に止まりました。また、販売 

費及び一般管理費では、サービス費の増加・本社移転に伴う減価償却費の増加・新技術の開発費用等の要因により、

営業利益は45百万円(同34.4%減)、投資有価証券評価損28百万円の発生等により経常利益は56百万円(同45.5%減)とな

りましたが、四半期純利益は、前第２四半期連結累計期間に年金制度改定損を特別損失として計上したため同44百万

円増の32百万円となりました。 

 各事業別の概況は以下のとおりであります。 

 （１）産業用機械事業 

  当第２四半期連結累計期間の産業用機械事業は、売上全体では、3,786百万円となりました。このうち充填機が 

 売上高470百万円(前第２四半期連結累計期間比24.4%減)、包装機の売上高が552百万円(同15.9%減)、製剤機の売上

 高が92百万円(同15.4%減)、部品が売上高433百万円(同1.8%減)と減少いたしましたが、検査装置の売上高が236百 

 万円(同38.7%増)、一連ラインが売上高1,480百万円(同26.1%増)、定期保守契約等による改造・調整・修理業務が 

 520百万円(同22.0%増)と好調に推移したことなどにより、全体としては前第２四半期連結累計期間比185百万円(同

 5.1%)の増加となりました。 

 （２）工業用ダイヤモンド事業 

  当第２四半期連結累計期間における工業用ダイヤモンド事業は、昨年来続いている自動車業界向けの販売落ち込

 みの影響が大きく、売上高106百万円(前第２四半期連結累計期間比54.9%減)と半減しております。主な内訳は、人

 造ダイヤ69百万円(同43.7%減)、原石21百万円(同74.5%減)、パウダー13百万円(同39.8%減)となっております。 

 （３）その他事業 

  その他事業は、主に坐薬用包装資材の販売で売上高46百万円(前第２四半期連結累計期間比6.7%減)となっており

 ます。 

  

 （１）資産、負債及び純資産の状況  

   当第２四半期会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比84百万円減少し、11,527百万円となりました。これ

  は、現預金が1,197百万円、たな卸資産が217百万円等増加したものの、売掛債権が1,299百万円、長期預金が300

  百万円等減少したことによるものであります。また、負債につきましては、前受金が665百万円増加したもの 

  の、買掛金及び支払手形417百万円、未払法人税等148百万円及び未払金・未払費用等その他の流動負債77百万 

  円等の減少により前連結会計年度末比20百万円減少し、4,644百万円となりました。純資産合計額は、6,883百万

  円となりました。  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比1,299百万円増 

  加し、1,979百万円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。 

   営業活動の結果、獲得した資金は、1,198百万円（前第２四半期連結累計期間比870.0%増）となりました。  

  これは、仕入債務の減少417百万円、たな卸資産の増加217百万円、前渡金の増加146百万円等により減少したも 

  のの、売上債権回収が順調に進み1,299百万円増加したこと及び前受金の増加665百万円等により増加したもので

  あります。  

   投資活動の結果、獲得した資金は、389百万円(前第２四半期連結累計期間は226百万円の使用)となりました。

    これは、定期預金の預入による支出170百万円、連結子会社である株式会社ウイストの本社建設等での有形固定 

    資産の取得による支出110百万円等により減少したものの、定期預金の払戻しによる収入572百万円、有価証券の

    償還による収入102百万円等により増加したものであります。 

   財務活動の結果、使用した資金は、287百万円（同84.7%増）となりました。  

   これは、主として配当金の支払額192百万円及び自己株式の買付69百万円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



  今後の見通しにつきましては、国内ではカンフル剤的な景気対策も年末にかけて息切れし、二番底となる懸念も 

 指摘されていることに加え、米国では史上５番目の規模となる大手ノンバンクの破綻が発生するなど世界的にも景

 気停滞の観測が強まっております。 

  このような環境下、当社グループでは、新技術の開発・取扱商品の拡大などによる競合他社との差別化を図りつ

 つ、新たな市場の開拓へも注力しながら、中長期的な成長戦略を推進してまいります。 

  なお、景気動向についての不透明感が強いため、業績予想(平成21年５月18日発表)の見直しは行っておりませ 

 ん。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 ①簡便な会計処理  

  減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費

 の額を期間案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。  

 該当事項はありません。  

  

  

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 2,161,640 963,794

受取手形及び売掛金 3,176,074 4,475,288

有価証券 384,285 306,248

商品及び製品 62,809 69,575

仕掛品 1,554,535 1,324,846

原材料 51,198 56,214

前渡金 542,568 395,856

繰延税金資産 133,314 144,037

その他 77,181 178,939

貸倒引当金 △951 △1,300

流動資産合計 8,142,656 7,913,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 344,954 274,130

土地 380,723 380,723

その他（純額） 52,160 103,049

有形固定資産合計 777,837 757,902

無形固定資産 19,078 19,188

投資その他の資産   

投資有価証券 1,589,543 1,519,901

長期貸付金 49,685 51,058

繰延税金資産 263,394 362,664

長期預金 301,200 601,500

その他 385,498 387,912

貸倒引当金 △914 △919

投資その他の資産合計 2,588,406 2,922,115

固定資産合計 3,385,322 3,699,207

資産合計 11,527,979 11,612,707



（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 2,506,786 2,924,131

短期借入金 72,000 95,000

未払法人税等 12,796 161,338

前受金 876,516 210,643

賞与引当金 97,296 96,398

その他 121,117 199,059

流動負債合計 3,686,512 3,686,571

固定負債   

退職給付引当金 340,977 359,297

役員退職慰労引当金 58,536 56,149

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 21,439 25,727

固定負債合計 957,520 977,742

負債合計 4,644,033 4,664,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,713,241 5,873,388

自己株式 △460,675 △391,137

株主資本合計 6,618,240 6,847,926

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,365 △54,062

繰延ヘッジ損益 1,654 5,726

評価・換算差額等合計 115,019 △48,336

少数株主持分 150,686 148,802

純資産合計 6,883,945 6,948,393

負債純資産合計 11,527,979 11,612,707



（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 3,886,803 3,939,540

売上原価 3,068,271 3,116,054

売上総利益 818,531 823,486

販売費及び一般管理費 748,728 777,702

営業利益 69,802 45,784

営業外収益   

受取利息 22,119 19,466

受取配当金 12,369 12,750

負ののれん償却額 4,287 4,287

為替差益 2,692 233

その他 3,573 3,617

営業外収益合計 45,042 40,356

営業外費用   

支払利息 617 534

投資有価証券評価損 8,508 28,199

その他 1,458 623

営業外費用合計 10,583 29,357

経常利益 104,261 56,782

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 4,434

役員賞与引当金取崩額 12,000 －

その他 71 354

特別利益合計 12,071 4,788

特別損失   

固定資産除却損 － 2,665

退職給付制度改定損 68,522 －

その他 104 －

特別損失合計 68,627 2,665

税金等調整前四半期純利益 47,705 58,906

法人税、住民税及び事業税 44,930 10,458

法人税等調整額 6,219 14,737

少数株主利益 8,374 1,534

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,817 32,175



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 47,705 58,906

減価償却費 21,305 24,680

負ののれん償却額 △4,287 △4,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,169 △354

賞与引当金の増減額（△は減少） △983 898

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,722 △18,320

受取利息及び受取配当金 △34,488 △32,217

支払利息 617 534

売上債権の増減額（△は増加） 650,408 1,299,214

未収入金の増減額（△は増加） － 110,702

前受金の増減額（△は減少） 167,634 665,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,738 △217,907

仕入債務の増減額（△は減少） △168,742 △417,344

前渡金の増減額（△は増加） △265,502 △146,712

その他 △96,762 3,011

小計 105,720 1,326,675

利息及び配当金の受取額 37,283 30,387

利息の支払額 △614 △534

法人税等の支払額 △18,876 △158,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,511 1,198,089

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 △70,700 △170,700

定期預金の払戻による収入 72,500 572,500

有価証券の償還による収入 33,776 102,315

有形固定資産の取得による支出 △56,235 △110,932

有形固定資産の売却による収入 17,116 －

投資有価証券の取得による支出 △204,883 △45,499

その他 △18,286 41,353

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,712 389,037

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） 18,000 △23,000

自己株式の取得による支出 △15,307 △69,839

配当金の支払額 △153,137 △192,100

少数株主への配当金の支払額 △5,350 △2,850

その他 － 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,794 △287,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,995 1,299,345

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,627 679,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,641,632 1,979,240



 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）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によるものであります。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

  

  

  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) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載

をしておりません。 

  

 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) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載

をしておりません。 

  

（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〕

  
産業用機械 

事業 
（千円） 

工業用ダイヤ
モンド事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 3,601,734  235,167  49,901  3,886,803  －  3,886,803

（２）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  3,601,734  235,167  49,901  3,886,803  －  3,886,803

営業利益  273,478  25,840  7,477  306,796  (236,994)  69,802

  
産業用機械 

事業 
（千円） 

工業用ダイヤ
モンド事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 3,786,958  106,044  46,538  3,939,540  －  3,939,540

（２）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  3,786,958  106,044  46,538  3,939,540  －  3,939,540

営業利益  327,868  1,387  8,186  337,442  (291,658)  45,784

事業区分 主要製品

産業用機械事業 製剤機、充填機、包装機、検査装置等 

工業用ダイヤモンド事業 人造ダイヤ、原石、パウダー等 

その他事業 坐薬用包装資材等 

〔所在地別セグメント情報〕



  

  

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）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米…………米国、カナダ、プエルトリコ 

(2）アジア…………香港、中国、韓国、台湾、中近東・ASEAN諸国 

(3）欧 州…………EU諸国 

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  105  138,333  1,167  139,605

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,886,803

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.0  3.6  0.0  3.6

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  399  84,759  2,029  87,188

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,939,540

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.0  2.2  0.1  2.2

（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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