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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 42,218 △21.8 142 △70.3 33 △90.9 39 △61.6
21年3月期第2四半期 53,958 ― 480 ― 370 ― 103 ―

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 1.50 ―
21年3月期第2四半期 3.90 ―

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 42,962 5,468 12.0 193.91
21年3月期 41,581 5,524 12.5 195.96

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  5,155百万円 21年3月期  5,209百万円

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  
当期の期末配当金につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00
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  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 86,600 △14.7 520 △33.3 250 △53.7 100 ― 3.76
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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、４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） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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．上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、上記の業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 
２．期末配当予想につきましては、現時点での業績予想に基づき未定とさせていただき、通期実績等を勘案し予想額の開示が可能となった時点で速やか
に開示いたします。 

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 26,628,000株 21年3月期 26,628,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 42,569株 21年3月期 41,703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 26,586,147株 21年3月期第2四半期 26,590,631株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業の一部で輸出の回復や在庫調整が進み、政府による経済

対策により景気悪化底打ちの兆しがみられるものの、依然として雇用情勢や企業収益においては厳しい状況が続いて

おります。 

このような環境の中、当社グループにおきましては農業施設事業及び産業機械事業は好調に推移しましたが、電気

機械事業の落ち込みを挽回するには至りませんでした。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高422億18百万円（前年同期比21.8％減）、営業利益１億

42百万円（前年同期比70.3％減）、経常利益は33百万円（前年同期比90.9％減）、四半期純利益39百万円（前年同期

比61.6％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（機械・設備関連事業） 

電気機械事業では、国内製造業の設備過剰感が依然として高止まりしており電気設備機器関連が極めて低調に推移

したものの、ＦＡ関連ではデジタル家電や環境車向けに電子デバイス関連の生産が回復に向かい始めたことで底入れ

感が見え始めました。ビル施設関連ではマンション不況が深刻な中で苦戦を強いられましたが、前年並みの収益を確

保することができました。 

また、農業施設事業においては北海道地区で小麦貯蔵サイロなどを、産業機械事業においては本州地区で大型の食

品製造プラントを納入するなど第１四半期から引き続き好調に推移し、前年同期や当初計画を上回る実績をあげるこ

とができました。 

以上の結果、売上高は121億89百万円（前年同期比23.1％減）、営業利益は5億75百万円（前年同期比26.0％減）と

なりました。 

（資材・燃料関連事業） 

建材事業においては、北海道地区では河川改修用向けの景観資材、空港・トンネルの大型案件向けの生コンの販売

が好調に推移しました。本州地区では民間建築資材関連は振るわなかったものの、土木資材関連は第２四半期後半に

公共投資関連の受注が進み善戦いたしました。 

燃料事業では、昨年の原油価格の暴騰によって上昇した石油製品価格が安定したため前年同期比で売上高は大幅に

減収となりましたが、販売数量が増加となり、ほぼ前年同期並みの収益を確保することができました。 

以上の結果、売上高は226億45百万円（前年同期比20.5％減）、営業利益は２億72百万円（前年同期比28.2％増）

となりました。 

（海運関連事業） 

海運関連事業のナラサキスタックス㈱においては、国内需要の減少及び主要顧客メーカーの減産等の影響で各種貨

物の荷動きが低調に推移しました。特に前年同期好調であった苫小牧港における貨物の取扱高が大幅に減少しまし

た。 

以上の結果、売上高は73億83百万円（前年同期比23.4％減）、営業利益は54百万円（前年同期比80.9％減）となり

ました。 

   

（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429億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億80百万円の増加とな

りました。 

流動資産は、受取手形及び売掛金の増加９億57百万円、現金及び預金の増加７億24百万円等により、前連結会計年

度末比16億26百万円増加の286億23百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末比２億46百万円減少の143億38百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は374億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億37百万円の増加となり

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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流動負債は、支払手形及び買掛金の増加19億６百万円、借入金（短期借入金と１年内返済予定の長期借入金の合

計）の減少17億33百万円等により、前連結会計年度末比２億14百万円増加の288億29百万円となりました。 

固定負債は、前連結会計年度末比12億22百万円増加の86億64百万円となりました。主な要因は長期借入金の増加12

億51百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は54億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて56百万円の減少となりま

した。主な要因は利益剰余金の減少40百万円であります。 

  

（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の残高は、前連結会計年度末に比べ７億12百万円増加

し、62億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは10億36百万円の収入となりました。主な収入項目は税金等調整前四半期純利

益66百万円、減価償却費２億12百万円、仕入債務の増加額19億６百万円であり、主な支出項目は売上債権の増加額９

億57百万円であります。 

（投資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・フローは２億57百万円の収入となりました。主な収入項目は関係会社株式の売却によ

る収入３億16百万円、主な支出項目は有形固定資産の取得による支出77百万円であります。 

（財務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・フローは５億81百万円の支出となりました。主な要因は、有利子負債の減少による支

出４億81百万円及び配当金の支払額76百万円であります。 

  

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、当第２四半期の実績及び今後の見通しに基づき修正しておりま

す。詳細につきましては、平成21年11月９日に公表した「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。  

  

該当事項はありません。  

  

（法人税等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、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、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。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

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、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの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りは原価比例法)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。これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は１億40百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は、それぞれ41百万円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

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
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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：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 6,312 5,588

受取手形及び売掛金 19,758 18,801

商品及び製品 438 569

原材料及び貯蔵品 25 16

その他 2,336 2,270

貸倒引当金 △249 △249

流動資産合計 28,623 26,997

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,951 6,951

その他（純額） 3,492 3,594

有形固定資産合計 10,444 10,546

無形固定資産   

その他 82 77

無形固定資産合計 82 77

投資その他の資産   

その他 4,352 4,689

貸倒引当金 △541 △728

投資その他の資産合計 3,811 3,960

固定資産合計 14,338 14,584

資産合計 42,962 41,581
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,515 17,609

短期借入金 4,130 5,980

1年内返済予定の長期借入金 3,143 3,027

未払法人税等 60 117

賞与引当金 262 267

その他 1,717 1,613

流動負債合計 28,829 28,614

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 6,293 5,041

退職給付引当金 543 546

役員退職慰労引当金 172 207

特別修繕引当金 45 43

その他 1,408 1,402

固定負債合計 8,664 7,442

負債合計 37,494 36,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,610 1,650

自己株式 △7 △7

株主資本合計 5,245 5,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88 △76

繰延ヘッジ損益 △2 0

評価・換算差額等合計 △90 △76

少数株主持分 312 315

純資産合計 5,468 5,524

負債純資産合計 42,962 41,581
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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：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 53,958 42,218

売上原価 49,340 38,601

売上総利益 4,617 3,616

販売費及び一般管理費 4,136 3,473

営業利益 480 142

営業外収益   

受取利息 14 9

受取配当金 17 12

受取賃貸料 62 40

持分法による投資利益 － 3

その他 20 17

営業外収益合計 116 83

営業外費用   

支払利息 149 142

持分法による投資損失 2 －

その他 75 49

営業外費用合計 226 192

経常利益 370 33

特別利益   

固定資産売却益 7 21

投資有価証券売却益 － 12

その他 1 0

特別利益合計 9 34

特別損失   

固定資産処分損 9 1

その他 1 －

特別損失合計 11 1

税金等調整前四半期純利益 368 66

法人税、住民税及び事業税 248 42

法人税等還付税額 － △25

法人税等調整額 3 8

法人税等合計 252 24

少数株主利益 12 2

四半期純利益 103 39
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（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 368 66

減価償却費 437 212

長期前払費用償却額 35 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △187

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80 △3

その他の引当金の増減額（△は減少） △39 △32

受取利息及び受取配当金 △32 △21

支払利息 149 142

持分法による投資損益（△は益） 2 △3

固定資産処分損益（△は益） 1 △20

売上債権の増減額（△は増加） 650 △957

たな卸資産の増減額（△は増加） △32 121

仕入債務の増減額（△は減少） 206 1,906

その他 △294 △107

小計 1,544 1,119

利息及び配当金の受取額 34 23

利息の支払額 △169 △147

法人税等の支払額 △279 △78

法人税等の還付額 － 119

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,129 1,036

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 △435 △77

有形固定資産の売却による収入 103 24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 316

貸付けによる支出 △34 △15

貸付金の回収による収入 16 18

その他 △7 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △357 257

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） △660 △1,850

長期借入れによる収入 770 2,900

長期借入金の返済による支出 △1,674 △1,531

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △78 △76

少数株主への配当金の支払額 △3 △5

その他 △0 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,646 △581

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △874 712

現金及び現金同等物の期首残高 3,226 5,565

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 248 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,600 6,277
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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 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1）機械・設備関連事業 

(2）資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3）海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

３．会計処理の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「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」に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「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)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、機械・設備関連事業において当第２四半期連結累計期

間の売上高は140百万円増加し、営業利益は41百万円増加しております。 

（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〕

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（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 
 15,854  28,468  9,635  53,958  －  53,958

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 14  365  5  384 ( ) 384  －

計  15,868  28,833  9,640  54,342 ( ) 384  53,958

営業利益  777  212  286  1,277 ( ) 796  480

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（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 
 12,189  22,645  7,383  42,218  －  42,218

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 0  174  3  178 ( ) 178  －

計  12,189  22,820  7,387  42,396 ( ) 178  42,218

営業利益  575  272  54  903 ( ) 760  142

（電気機械・設備） モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

（産業機械・設備） 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

（建設機械・設備） 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

（その他） 食品類 

ナラサキ産業㈱（8085）平成22年3月期　第2四半期決算短信

－9－



該当事項はありません。 

  

（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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