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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,028 △63.7 △324 ― △224 ― △207 ―
21年3月期第3四半期 16,607 ― 432 ― 461 ― 202 ―

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3四半期 △37.17 ―
21年3月期第3四半期 36.29 ―

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3四半期 7,191 3,882 53.1 684.47
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3四半期  3,821百万円 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 8,400 △58.3 △340 ― △220 ― △220 ― △39.40



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） 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,583,360株 21年3月期第3四半期 5,583,919株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ようやく最悪期を脱し緩やかながら回復に向かいました。しか

しながら製造業を中心として設備の過剰感があり、引き続き設備投資は低水準で推移しております。また、雇用情勢

の悪化、円高等の要因もあり、依然として厳しい状況にあると考えられます。 

 一方海外ではアジアは中国政府の財政支出に支えられ、景気が回復してきておりますが競争環境も厳しく、また、

欧米でも兆しはあるものの景気回復のスピードはまだ遅く、全体としては、設備投資水準も低調といわざるを得ない

状況です。 

 当社グループの主力商品の業界である工作機械業界の１２月単月の受注額は対前年同月比６３．４％増加となりま

したが、当第３四半期連結累計期間の受注額は前年比３８．７％に留まり前年同期を大幅に下回っております。 

 かかる状況下、当社グループも従来とは異なった様々な営業努力を重ね、売上増加を狙いましたが、国内外で受

注・売上とも前年同期比では大幅な減少を余儀なくされました。なお、当社では徹底的な経費削減を継続しました

が、売上高の減少による減収を補うことができず、前年同期比では減収となりました。 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は６０億２千８百万円（前年同期比６３．７％減）、営業損失は

３億２千４百万円（前年同期は４億３千２百万円の営業利益）、経常損失は２億２千４百万円（前年同期は４億６千

１百万円の経常利益）、四半期純損失は２億７百万円（前年同期は２億２百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ３０億６千万円減少し、７１億９千１百万

円となりました。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によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ１億５千万円し減少し、３８億８千２百万円となりました。これは主として利益

剰余金が減少したことによります。 

 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２億８千６百万円資金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、５千７百万円の資金の収入とな

りました。これは、主として不動産賃貸収入によるものであります。財務活動においては１億９千７百万円の資金の

支出となりました。これは主として長期借入金の返済によるものであります。 

 以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における現金および現金同等物の残高は、２１億８千６百万円となりま

した。   

  

 平成２２年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期および最近の状況を踏まえ、また、今後の設備投資需

要および工作機械の受注見込も勘案し、平成２１年８月７日に発表いたしました業績予想を下方修正いたしました。

詳細は平成２２年２月１０日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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３四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３四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。 

  

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。  

  

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



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３四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３四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３四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278千円であ

ります。 

四半期連結貸借対照表 

 前第３四半期連結会計期間において、固定資産の「有形固定資産」に含めて表示しておりました「土地」

は、資産総額の100分の10を超えたため、当第３四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３四半期連結会計期間の固定資産の「有形固定資産」に含まれる「土地」は724,815千円でありま

す。 

 前第３四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」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３四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３四半期連結会計期間のその他の資産の「その他」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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,291,451 2,713,832

受取手形及び売掛金 1,447,997 3,920,111

商品 255,133 322,694

その他 240,106 363,196

貸倒引当金 △613 △1,724

流動資産合計 4,234,074 7,318,110

固定資産   

有形固定資産   

土地 724,815 724,815

その他（純額） 465,324 492,585

有形固定資産合計 1,190,140 1,217,401

無形固定資産   

その他 18,073 14,028

無形固定資産合計 18,073 14,028

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 973,658 927,354

貸倒引当金 △54,664 △55,083

投資その他の資産合計 1,749,068 1,702,345

固定資産合計 2,957,282 2,933,775

資産合計 7,191,357 10,251,885

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,656,445 4,381,569

短期借入金 617,009 661,132

未払法人税等 1,112 4,675

賞与引当金 － 1,220

その他 173,833 185,594

流動負債合計 2,448,400 5,234,192

固定負債   

長期借入金 111,512 223,003

役員退職慰労引当金 214,321 208,851

その他 534,491 552,852

固定負債合計 860,324 984,706

負債合計 3,308,725 6,218,898



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,990,436 3,239,861

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,552,115 3,801,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,327 33,324

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △176,762 △210,738

評価・換算差額等合計 269,520 166,541

少数株主持分 60,995 64,904

純資産合計 3,882,631 4,032,986

負債純資産合計 7,191,357 10,251,885



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,607,201 6,028,617

売上原価 14,393,454 5,195,364

売上総利益 2,213,747 833,252

販売費及び一般管理費 1,781,484 1,157,646

営業利益又は営業損失（△） 432,262 △324,394

営業外収益   

受取利息 4,758 1,603

受取配当金 16,464 6,822

受取賃貸料 73,404 71,063

その他 21,108 59,765

営業外収益合計 115,735 139,255

営業外費用   

支払利息 8,903 8,922

不動産賃貸費用 18,214 18,509

為替差損 22,649 －

債権売却損 20,215 6,552

その他 16,322 5,255

営業外費用合計 86,306 39,240

経常利益又は経常損失（△） 461,691 △224,378

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,862 1,530

役員退職慰労引当金戻入額 － 971

固定資産売却益 － 820

その他 1,160 －

特別利益合計 13,022 3,322

特別損失   

投資有価証券評価損 121,949 10,765

その他 143 317

特別損失合計 122,093 11,083

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（△）

352,620 △232,140

法人税、住民税及び事業税 82,436 4,900

法人税等還付税額 － △19,090

法人税等調整額 52,527 △6,583

法人税等合計 134,964 △20,772

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,021 △3,817

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,633 △207,549



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

352,620 △232,140

減価償却費 34,171 33,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,595 5,583

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,512 △1,220

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） △11,862 △1,530

受取利息及び受取配当金 △21,222 △8,426

支払利息 8,903 8,922

為替差損益（△は益） 11,374 121

投資有価証券評価損益（△は益） 121,949 10,765

固定資産除売却損益（△は益） △134 △506

売上債権の増減額（△は増加） 2,010,871 2,489,647

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,595 74,881

仕入債務の増減額（△は減少） △1,838,443 △2,723,131

前渡金の増減額（△は増加） △29,014 △22,297

前受金の増減額（△は減少） △78,682 42,195

未収消費税等の増減額（△は増加） 67,369 17,971

その他 △237,642 9,672

小計 407,438 △296,148

利息及び配当金の受取額 21,222 8,426

利息の支払額 △8,789 △8,633

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △198,272 10,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,599 △286,091

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 △49,878 △3,754

有形固定資産の売却による収入 278 1,673

投資有価証券の取得による支出 △35,909 △7,580

投資有価証券の売却による収入 556 24,054

貸付金の回収による収入 6,684 1,292

その他 48,537 41,357

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,731 57,042

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 － 35,425

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 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △153,841 △189,299

自己株式の取得による支出 △439 －

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

その他 － △1,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,546 △197,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,945 4,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180,469 △422,381

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 2,639,831 2,186,451



 該当事項はありません。 

  

 機械・工具販売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 
12,684,663 1,916,472 661,366 1,344,699 16,607,201 -  16,607,201 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,917,960 4,246 2,619 12,986 1,937,813 (1,937,813)  - 

計 14,602,623 1,920,719 663,986 1,357,686 18,545,014 (1,937,813) 16,607,201 

営業利益又は営業損失

(△) 
317,348 28,245 △813 87,523 432,303 (40) 432,262 

  
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 
 3,909,926 1,040,817 443,205 634,668  6,028,617  － 6,028,617

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,170,019 573 6,394 5,532  1,182,519 (1,182,519)  －

計  5,079,945 1,041,390 449,599 640,201  7,211,136 (1,182,519) 6,028,617

営業損失（△）  △203,986 △57,013 △37,151 △14,550  △312,702 (11,691) △324,394



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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、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。 

 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） 1,919,938 663,748 1,577,362 15,193 4,176,242 

Ⅱ．連結売上高（千円）  - -  -  -  16,607,201 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
11.6 4.0 9.5 0.1 25.2 

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,040,817  443,205  658,357  378  2,142,757

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,028,617

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 17.3  7.4  10.9  0.0  35.6

（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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