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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

(注）当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成21年５月期第2四半期の数値並びに対前年同四半期増減率については記載
しておりません。 

(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5月期第2四半期 946 ― △196 ― △179 ― △187 ―
21年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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5月期第2四半期 △19.46 ―
21年5月期第2四半期 ― ―

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5月期第2四半期 3,967 1,574 39.7 163.66
21年5月期 4,251 1,756 41.3 182.61

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,574百万円 21年5月期  1,756百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  
当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 2,042 ― △281 ― △242 ― △251 ― △26.09



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） 

（注）当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成21年５月期第2四半期の期中平均株式数（四半期連結累計期間）につ
いては記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 10,200,000株 21年5月期  10,200,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  582,271株 21年5月期  579,839株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期  9,619,022株 21年5月期第2四半期  ―株



 当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表作成会社となったため、前第２四半期の連結財務諸表は

作成しておりません。従いまして、前第２四半期の連結財務諸表に関する金額は記載しておりません。

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、「百年に一度の大不況」から脱しつつあるもの

の、デフレ進行や２番底への懸念等、停滞感を拭えない総じて厳しい状況で推移しました。 

当社主力の鋼材・形鋼加工機シリーズにおいては、景気の大幅後退により建築鉄骨の需要量は記録的

な低水準で推移していることから、設備投資計画も見直しや先送り傾向が続いております。また公共施

設の耐震化補強工事は継続しているものの、着工ペースは盛り上がりに欠け弱含みで推移しました。 

このような状況のなか、形鋼加工分野で省人・高速・高精度化を実現する当社独自のオリジナル機を

軸に提案営業を強化し、更には自動車・造船・建設機械等の部品加工業界向け自動化システム機を構築

し受注活動を推進してまいりましたが、ユーザーからは高い評価を受けるものの投資抑制機運の高まり

から売上高は減少となりました。売上高を主要区分別に示すと、形鋼加工機は491百万円、丸鋸加工機

は160百万円、補給部品は122百万円、金型は83百万円、その他88百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は946百万円、営業損失は196百万円、経常損失は

179百万円、四半期純損失は187百万円となりました。 

  

(総資産) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は3,967百万円となり、前連結会計年度末に比べ

283百万円減少となりました。これは主に現金及び預金が205百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は2,393百万円となり、前連結会計年度末に比べ

101百万円減少となりました。これは主に借入金が74百万円減少したこと等によるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,574百万円となり、前連結会計年度末に比べ

182百万円減少となりました。これは主に利益剰余金が187百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

 平成22年５月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘

案し、業績の見直しを行った結果、平成21年7月15日付「平成21年5月期決算短信」に公表いたしまし

た業績予想を修正しております。なお、詳細は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

【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
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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 

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価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、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 法人税等の算定方法 

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を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 276,623 482,025

受取手形及び売掛金 467,219 501,736

製品 563,623 499,399

原材料 281,921 319,214

仕掛品 62,385 82,067

その他 16,426 42,225

貸倒引当金 △241 △380

流動資産合計 1,667,958 1,926,290

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 910,903 926,493

土地 1,021,729 1,021,729

その他（純額） 135,029 133,732

有形固定資産合計 2,067,661 2,081,954

無形固定資産   

のれん 47,092 52,324

その他 51,904 57,623

無形固定資産合計 98,996 109,947

投資その他の資産   

その他 174,510 176,599

貸倒引当金 △41,366 △43,166

投資その他の資産合計 133,144 133,433

固定資産合計 2,299,802 2,325,335

資産合計 3,967,761 4,251,625

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 165,437 163,396

短期借入金 641,800 669,800

1年内返済予定の長期借入金 345,868 369,955

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 7,002 11,442

賞与引当金 26,290 35,510

製品保証引当金 4,393 5,160

その他 125,355 138,074

流動負債合計 1,416,146 1,493,338

固定負債   

長期借入金 891,134 913,632

その他 86,472 87,924
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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11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５月31日) 

固定負債合計 977,606 1,001,556

負債合計 2,393,753 2,494,895

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,874,083 1,874,083

利益剰余金 △195,191 △8,005

自己株式 △98,031 △97,832

株主資本合計 1,580,860 1,768,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,852 △11,515

評価・換算差額等合計 △6,852 △11,515

純資産合計 1,574,008 1,756,730

負債純資産合計 3,967,761 4,251,625
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 946,011

売上原価 772,393

売上総利益 173,617

販売費及び一般管理費 370,560

営業損失（△） △196,942

営業外収益  

受取利息 338

受取配当金 467

仕入割引 4,661

受取賃貸料 4,433

助成金収入 28,809

その他 7,578

営業外収益合計 46,289

営業外費用  

支払利息 20,895

その他 7,642

営業外費用合計 28,537

経常損失（△） △179,191

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,938

製品保証引当金戻入額 767

特別利益合計 2,705

特別損失  

投資有価証券評価損 10,424

固定資産除却損 235

特別損失合計 10,659

税金等調整前四半期純損失（△） △187,145

法人税、住民税及び事業税 4,680

法人税等還付税額 △4,639

法人税等合計 41

四半期純損失（△） △187,186
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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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