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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 3,830 △67.3 △262 ― △188 ― △164 ―
21年3月期第2四半期 11,727 ― 295 ― 392 ― 213 ―

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 △29.44 ―
21年3月期第2四半期 38.17 ―

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 7,574 3,960 51.4 697.74
21年3月期 10,251 4,032 38.7 710.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,895百万円 21年3月期  3,968百万円

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 ― 7.50 7.50
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 8,150 △59.6 △180 ― △100 ― △110 ― △19.70



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、３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 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手している情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績
等はさまざまな要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 6,158,000株 21年3月期  6,158,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  574,640株 21年3月期  574,640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 5,583,360株 21年3月期第2四半期 5,584,160株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気 悪期を脱し、企業の収益回復が続いているとの見方はあ

りますが、全体として企業も増産に向けた積極的な生産活動にまで至っておらず、輸出・設備投資とも低水準で推移

しております。 

 このような状況下、当社グループの主力取扱商品である工作機械業界の当第２四半期の受注額は前年同期比３１．

４％と第１四半期に引き続き大幅に低い水準となりました。 

 当社グループでは、年度初めから更なる地域密着型の営業徹底、従来以上のユーザーの技術部門等への提案営業、

引き続き設備投資が活発な重電業界等へのアプローチ強化等、売上増加へのあらゆる努力を行いましたが、未だ設備

投資需要の回復は時間がかかっており、当第２四半期連結累計期間で前年同期比大幅な減収となりました。 

 また、今年度初めからのあらゆる経費の見直し、一部地方事業所の再編、海外を含め固定費の削減実施に加え、当

第２四半期でも更なる経費削減を行いましたが、国内外の大幅な売上減少に伴う減益を吸収するにはいたりませんで

した。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は３８億３千万円（前年同期比６７．３％減）、営業損失は２億６

千２百万円（前年同期は２億９千５百万円の営業利益）、経常損失は１億８千８百万円（前年同期は３億９千２百万

円の経常利益）、四半期純損失は１億６千４百万円（前年同期は２億１千３百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は７５億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ２６億７千６

百万円減少しました。これは主として受取手形及び売掛金の減少、支払手形及び買掛金の減少等によるものでありま

す。純資産は３９億６千万円となり前連結会計年度末に比べ７千２百万円減少しました。これは主として利益剰余金

の減少によるものです。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動においては、１億９千万円の支出となりました。これは主と

して税金等調整前四半期純損失によるものであります。投資活動においては、５千万円の収入となりました。これ

は、主として投資有価証券の売却収入によるものであります。財務活動においては、１億３千４百万円の支出となり

ました。これは長期借入金の返済によるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は２３億６千２百万円となりました。   

  

 今後の見通しは、設備需要の回復ペースは遅く、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。当社グループは引き

続き、地域密着型営業徹底、ユーザーの技術部門等への提案営業及び新規設備投資が活発な業界へのアプローチ強化

等、売上増加へのあらゆる努力と経費削減を継続行い収支改善に努めてまいります。 

 平成２２年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成２１年８月７日に発表しました業績予想から変更して

おりません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。   

  

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認め

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。  

  

② 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

 また、棚卸資産の帳簿切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り

簿価切下げを行う方法によっております。 

  

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



③ 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、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する方

法によっております。  

  

④ 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。   

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  

該当事項はありません。 

  

② ①以外の変更 

四半期連結損益計算書 

 前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却

益」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は99千円であ

ります。 

四半期連結貸借対照表 

 前第２四半期連結会計期間において、投資その他の資産に含めて表示しておりました「投資土地」は、資

産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第

２四半期連結会計期間の投資その他の資産に含まれる「投資土地」は830,074千円であります。   

  

（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 2,467,028 2,713,832

受取手形及び売掛金 1,482,468 3,920,111

商品 489,876 322,694

その他 184,309 363,196

貸倒引当金 △599 △1,724

流動資産合計 4,623,083 7,318,110

固定資産   

有形固定資産 1,202,209 1,217,401

無形固定資産   

その他 18,911 14,028

無形固定資産合計 18,911 14,028

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 955,853 927,354

貸倒引当金 △55,244 △55,083

投資その他の資産合計 1,730,683 1,702,345

固定資産合計 2,951,804 2,933,775

資産合計 7,574,887 10,251,885

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,882,152 4,381,569

短期借入金 651,724 661,132

未払法人税等 5,469 4,675

賞与引当金 24,200 1,220

その他 163,642 185,594

流動負債合計 2,727,189 5,234,192

固定負債   

長期借入金 140,798 223,003

役員退職慰労引当金 211,904 208,851

その他 534,841 552,852

固定負債合計 887,544 984,706

負債合計 3,614,733 6,218,898



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,033,604 3,239,861

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,595,283 3,801,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95,116 33,324

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △138,616 △210,738

評価・換算差額等合計 300,455 166,541

少数株主持分 64,415 64,904

純資産合計 3,960,154 4,032,986

負債純資産合計 7,574,887 10,251,885



（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 11,727,852 3,830,854

売上原価 10,235,868 3,289,908

売上総利益 1,491,983 540,946

販売費及び一般管理費 1,196,720 803,787

営業利益又は営業損失（△） 295,263 △262,840

営業外収益   

受取利息 4,199 1,368

受取配当金 10,277 5,169

受取賃貸料 48,312 47,609

為替差益 57,745 21,277

助成金収入 － 11,768

その他 14,927 13,444

営業外収益合計 135,463 100,637

営業外費用   

支払利息 6,018 6,138

不動産賃貸費用 11,726 12,562

債権売却損 14,996 4,083

その他 5,786 3,390

営業外費用合計 38,528 26,174

経常利益又は経常損失（△） 392,198 △188,377

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,689 1,124

役員退職慰労引当金戻入額 － 971

固定資産売却益 － 620

その他 981 －

特別利益合計 10,671 2,716

特別損失   

投資有価証券評価損 51,746 9,817

その他 52 34

特別損失合計 51,798 9,852

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

351,071 △195,513

法人税、住民税及び事業税 122,967 2,839

法人税等還付税額 － △9,960

法人税等調整額 4,573 △18,611

法人税等合計 127,541 △25,733

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,397 △5,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） 213,132 △164,381



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

351,071 △195,513

減価償却費 22,515 22,101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,761 2,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,889 22,979

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,689 △964

受取利息及び受取配当金 △14,476 △6,537

支払利息 6,018 6,138

為替差損益（△は益） 1,297 816

投資有価証券評価損益（△は益） 51,746 9,817

固定資産除売却損益（△は益） △47 △590

売上債権の増減額（△は増加） 1,434,101 2,472,448

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,116 △124,117

仕入債務の増減額（△は減少） △1,331,464 △2,534,191

前渡金の増減額（△は増加） 14,446 28,832

前受金の増減額（△は減少） △13,159 25,484

未収消費税等の増減額（△は増加） 78,450 27,826

その他 △46,168 44,722

小計 665,131 △198,144

利息及び配当金の受取額 14,476 6,537

利息の支払額 △5,904 △5,848

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △198,641 6,896

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,061 △190,558

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 △32,608 △3,630

有形固定資産の売却による収入 99 1,197

投資有価証券の取得による支出 △31,511 △5,086

投資有価証券の売却による収入 556 24,209

貸付金の回収による収入 4,737 845

その他 36,399 32,782

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,326 50,316

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 35,651

短期借入金の返済による支出 △50,000 －

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △105,294 △127,466

配当金の支払額 △72,594 △41,875

少数株主への配当金の支払額 △1,579 △846

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,467 △134,536

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,277 27,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,989 △246,804

現金及び現金同等物の期首残高 2,459,362 2,608,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,683,352 2,362,028



 該当事項はありません。 

  

機械・工具販売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、全セグメントの営業利

益の合計及び全セグメントの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、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。  

  

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） 

 （注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。 

３．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 

(2）欧州…………………英国 

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア  

  

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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。 

３．各区分に属する地域の主な内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米…………………米国、カナダ 

(2）欧州…………………英国 

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア   

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（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 
9,130,265 1,349,979 374,272 873,334 11,727,852 -  11,727,852 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,293,775 3,271 2,565 4,818 1,304,431 (1,304,431)  - 

計 10,424,041 1,353,251 376,837 878,153 13,032,283 (1,304,431) 11,727,852 

営業利益又は営業損失

(△) 
258,242 24,816 △16,000 70,502 337,560 (42,297) 295,263 

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（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 
 2,520,864 829,066 100,660 380,264  3,830,854  － 3,830,854

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 959,327 550 3,271 2,796  965,946 (965,946)  －

計  3,480,192 829,616 103,932 383,060  4,796,801 (965,946) 3,830,854

営業損失（△）  △151,907 △33,362 △35,999 △17,450  △238,720 (24,119) △262,840



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） 

 （注）１．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 

(2）欧州…………英国、ドイツ 

(3）アジア………タイ、シンガポール、中国、インドネシア、台湾 

(4）その他………イスラエル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

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．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 

(2）欧州…………………英国 

(3）アジア………………タイ、シンガポール、中国、インドネシア、ベトナム 

(4）その他………………イスラエル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,353,445 376,654 1,088,641 15,193 2,833,934 

Ⅱ．連結売上高（千円）  - -  -  -  11,727,852 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
11.6 3.2 9.3 0.1 24.2 

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  829,066  100,660  387,954  378  1,318,059

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,830,854

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 21.7  2.6  10.1  0.0  34.4

（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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