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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 3,455 △28.7 △97 ― △47 ― △72 ―

21年3月期第2四半期 4,846 ― 93 ― 164 ― △247 ―

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 △6.07 ―

21年3月期第2四半期 △20.66 ―

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 12,726 6,414 49.8 528.45
21年3月期 13,000 6,415 48.7 528.54

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,334百万円 21年3月期  6,336百万円

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  有  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点において当該基準日における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な
利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― ― ― 4.00 4.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  
現時点において平成22年３月期の連結業績予想は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

（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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、３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）平成21年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想及び配当予想を本資料において修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業
績及び配当予想の修正並びに子会社における希望退職募集の結果に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 12,387,178株 21年3月期  12,387,178株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  399,924株 21年3月期  399,034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 11,987,551株 21年3月期第2四半期 11,989,529株
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当第２四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気悪化にやや底打ちの兆しが見えるものの、設備投資

の減少、雇用情勢の更なる悪化など、二番底の可能性もある極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢下、当社グループでは主力の工具部門において、トルク管理の重要性が高まる中、発売以来好評

をいただいております新感覚のトルクレンチ「デジラチェ」など計測機器類の拡販に注力すると共に、インガソー

ル・ランドとの業務提携によりラインナップを拡充いたしました動力工具類を中心に新規顧客の開拓を図ってまい

りました。また、役員報酬の更なる減額や労務・人件費をはじめとした経費削減の徹底、非工具部門のハイテック

事業（樹脂成形、金型部門）の撤退、2009年問題や雇用情勢悪化の影響を受けて売上が減少しておりました人材派

遣・業務請負業を営む当社子会社である株式会社ケーティシーキャリアサービスの解散及び清算の決定、更には、

工具部門の生産子会社である北陸ケーティシーツール株式会社において希望退職者の募集を行うなど事業の整理に

よる工具部門への経営資源の集中とコスト構造の見直しに取組んでまいりました。 

しかしながら、業績面では自動車販売台数の減少による搭載工具の減少と共に、設備投資の減少などを背景に一

般産業市場向けの工具販売や精密鋳造品をはじめとした企業向けの直接販売が低迷いたしました。更には、海外市

場の長期低迷や円高による輸出の落込みにより工具部門の売上が減少、更に、非工具部門におきましても消費の低

迷により小売業であるＤＩＹ事業においても売上が減少するなど、事業撤退に伴う売上減少と合わせて全体の売上

が予想を上回る落ち込みとなり、前年同期と比べ販売費及び一般管理費は２億42百万円減少するなど改善を図りま

したが、各事業における利益の減少を吸収するには至りませんでした。 

以上の結果、当第２四半期における売上高は34億55百万円（前年同期比28.7％減）、損益面におきましては、営

業損失97百万円（前年同期営業利益93百万円）、経常損失47百万円（前年同期経常利益１億64百万円）、四半期純

損失は72百万円（前年同期純損失２億47百万円）となりました。 

  

当第２四半期の総資産は、127億26百万円となり、前連結会計年度末に対し２億73百万円減少となりました。そ

の主な内容は、有形固定資産が１億42百万円、投資有価証券が１億60百万円減少したことなどによるものでありま

す。また、負債合計は、63億11百万円となり、前連結会計年度末に対し２億73百万円減少となりました。その主な

内容は、支払手形及び買掛金が２億16百万円減少したことなどによるものであります。純資産合計は、前連結会計

年度末と概ね同額の64億14百万円となりました。その主な内容は、配当の支払い並びに当期純損失を主要因に利益

剰余金が１億20百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が１億３百万円増加したことなどによるもので

あります。 

  

平成22年３月期の配当並びに業績予想につきましては、以下の理由から、今回の決算報告での開示を見送らせて

いただきます。 

＜開示見送りの理由＞ 

・当第２四半期の連結売上高が当初見込みを下回っており、現在の機械受注などの統計資料から見られる企業の設備

投資の減退、自動車関連産業の低迷状況、雇用情勢悪化による個人消費の更なる悪化懸念など先行き不透明な外部

環境と当社得意先の動向等を勘案し、これまで通りの予想に基づく売上見込みの算出方法では確度に欠くこと。 

・売上低迷が見込まれる中、その対策を検討中であり、その内容によって支出される費用等の試算が現段階では不

透明かつ困難であること。 

＜配当並びに業績予想の開示の時期＞ 

平成22年３月期の配当並びに業績予想につきましては、現在検討中の対策等が明確になり次第、あらためて発表

させていただくものとし、発表の時期は当第３四半期決算発表時期である平成22年２月上旬とさせていただきま

す。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないとみと

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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

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

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
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２．棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可能額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

３．法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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 2,062,034 1,771,287

受取手形及び売掛金 1,592,692 1,876,771

有価証券 319,012 43,636

商品及び製品 1,733,534 1,989,892

仕掛品 453,653 478,717

原材料及び貯蔵品 305,719 320,635

その他 79,045 107,267

貸倒引当金 △660 △1,862

流動資産合計 6,545,031 6,586,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,689,789 1,742,726

機械装置及び運搬具（純額） 724,249 802,238

工具、器具及び備品（純額） 107,898 117,733

土地 1,720,408 1,720,408

その他（純額） 20,693 22,716

有形固定資産合計 4,263,039 4,405,823

無形固定資産 62,977 65,823

投資その他の資産   

投資有価証券 1,195,818 1,355,922

その他 755,081 674,406

貸倒引当金 △95,651 △88,301

投資その他の資産合計 1,855,247 1,942,027

固定資産合計 6,181,265 6,413,674

資産合計 12,726,296 13,000,020
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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 386,011 602,194

短期借入金 2,974,999 2,924,998

未払金及び未払費用 294,610 368,105

未払法人税等 16,062 20,019

賞与引当金 68,001 152,353

事業整理損失引当金 30,000 63,727

その他 122,795 97,141

流動負債合計 3,892,480 4,228,538

固定負債   

長期借入金 179,910 40,857

退職給付引当金 1,477,704 1,565,531

役員退職慰労引当金 29,267 28,390

負ののれん 43,916 54,895

その他 688,197 666,697

固定負債合計 2,418,994 2,356,371

負債合計 6,311,474 6,584,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 2,819,488 2,940,168

自己株式 △138,452 △138,286

株主資本合計 6,275,562 6,396,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,231 △65,453

為替換算調整勘定 20,820 5,221

評価・換算差額等合計 59,052 △60,232

少数株主持分 80,207 78,933

純資産合計 6,414,822 6,415,110

負債純資産合計 12,726,296 13,000,020
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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）

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 4,846,794 3,455,344

売上原価 3,376,253 2,419,237

売上総利益 1,470,540 1,036,106

販売費及び一般管理費 1,376,564 1,134,023

営業利益又は営業損失（△） 93,975 △97,917

営業外収益   

受取配当金 39,730 26,267

助成金収入 － 34,130

その他 64,959 39,165

営業外収益合計 104,689 99,563

営業外費用   

支払利息 23,153 20,127

投資有価証券評価損 － 15,500

その他 10,833 13,224

営業外費用合計 33,987 48,851

経常利益又は経常損失（△） 164,678 △47,205

特別利益   

固定資産売却益 － 6,053

事業整理損失引当金戻入額 － 6,400

特別利益合計 － 12,454

特別損失   

固定資産除売却損 2,682 698

有価証券評価損 59,030 －

投資有価証券評価損 254,158 －

関係会社整理損失引当金繰入額 30,000 －

早期割増退職金 － 35,000

たな卸資産評価損 73,385 －

特別損失合計 419,256 35,698

税金等調整前四半期純損失（△） △254,577 △70,449

法人税、住民税及び事業税 18,942 7,130

法人税等調整額 △27,523 △4,213

法人税等合計 △8,581 2,916

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,715 △608

四半期純損失（△） △247,712 △72,757
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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