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1.  平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年3月21日～平成22年6月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第1四半期 1,422 45.1 △3 ― 7 ― 5 ―

22年3月期第1四半期 980 ― △55 ― △43 ― △40 ―

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

23年3月期第1四半期 1.12 ―

22年3月期第1四半期 △8.69 ―

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

23年3月期第1四半期 3,668 2,292 62.5 494.59
22年3月期 3,660 2,290 62.6 494.13

（参考） 自己資本   23年3月期第1四半期  2,292百万円 22年3月期  2,290百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

23年3月期 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

2,840 34.4 2 ― 30 ― 25 ― 5.40

通期 5,640 27.4 7 ― 65 ― 56 ― 12.19
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期第1四半期 4,680,000株 22年3月期  4,680,000株

② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期  43,836株 22年3月期  43,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年3月期第1四半期 4,636,164株 22年3月期第1四半期 4,636,164株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成23年３月期の業績予想に記載した数値は、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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の
業績は、今後の経済状況、事業環境の変化等により上記予想値と異なる可能性があります。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の成長や政府の景気刺激策等に

より、緩やかな回復基調に転じておりますが、為替の円高基調への企業の警戒感や欧州発の金融危機といった新

たな不安要素も加わり、その回復力は弱く、本格的な回復とは言い難い状況のまま推移しました。 

 当機械工具業界におきましても、主要ユーザーである自動車・ＩＴ関連産業での生産の回復や在庫調整の進展

等により回復の兆しが見られますものの、昨年来の急激な落ち込みをカバーするには及ばず、設備投資が本格的

に回復するまでには至っていません。 

 このような状況のもと当社は、顧客戦略および差別化戦略を介しての提案型営業を展開するとともに、引き続

いての各種経費の削減を実行してまいりました。 

 この結果、当累計期間における業績は、工具・産機を中心に回復が見られたことで、売上高は1,422百万円（前

年同期比45.1％増）となりました。一方、利益につきましては営業損失３百万円（前年同期は55百万円の損

失）、経常利益７百万円（前年同期は43百万円の損失）、四半期純利益５百万円（前年同期は40百万円の損失）

となりました。 

（1）資産、負債および純資産の状況 

①資産 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、3,668百万円となり前事業年度末に比べ、７百万円増加しまし

た。この主な要因は、流動資産では、現金及び預金が108百万円減、有価証券で満期償還による100百万円の減

等が減少要因となりましたが、売上高の増加に伴い、受取手形及び売掛金が153百万円増加し、30百万円の減

少となりましたもりり、投資有価証券の取得等により42百万円増加したこと等により、僅かながら増加となり

ました。  

②負債   

当第１四半期会計期間末における負債合計は、1,375百万円となり前事業年度末に比べ、５百万円増加しま

した。主な要因は、その他流動負債の増加17百万円等であります。  

③純資産 

当第１四半期会計期間末における純資産は、2,292百万円となり前事業年度末に比べ、２百万円増加しまし

た。主な要因は、剰余金の配当による11百万円の減少要因がありましたが、四半期純利益の計上５百万円及び

その他有価証券評価差額金の増加８百万円により増加となりました。 

なお、当四半期会計期間末における自己資本比率は62.5％となり、前事業年度末に比べ0.1ポイント下がり

ました。  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

108百万円減少し398百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）   

営業活動の結果使用した資金は、160百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額153百万円及びた

な卸資産の増加額19百万円によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、64百万円となりました。これは主に、有価証券の満期償還による収入100百

万円と投資有価証券の取得による支出33百万円等であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、12百万円となりました。これは、配当金の支払額11百万円とファイナン

ス・リース債務の返済による支出１百万円であります。 

 業績予想につきましては、平成22年４月30日発表の「平成22年３月期決算短信（非連結）」に記載の業績予想

から変更はありません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率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１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業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。 

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資産については、事業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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業年度決算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。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

  該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 399,145 507,918

受取手形及び売掛金 1,945,303 1,791,976

有価証券 － 100,013

商品 205,312 185,623

その他 28,400 22,762

貸倒引当金 △2,380 △2,180

流動資産合計 2,575,782 2,606,116

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 111,851 112,670

土地 252,460 252,460

その他（純額） 4,209 4,683

有形固定資産合計 368,521 369,814

無形固定資産 10,729 11,782

投資その他の資産   

投資有価証券 612,535 570,483

その他 111,658 113,563

貸倒引当金 △10,860 △10,955

投資その他の資産合計 713,333 673,091

固定資産合計 1,092,584 1,054,688

資産合計 3,668,367 3,660,804

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,165,173 1,160,423

未払法人税等 3,940 7,286

賞与引当金 1,170 6,500

その他 97,346 80,150

流動負債合計 1,267,631 1,254,360

固定負債   

退職給付引当金 59,232 63,894

役員退職慰労引当金 41,075 40,100

その他 7,444 11,588

固定負債合計 107,751 115,583

負債合計 1,375,382 1,369,944
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 215,880 222,284

自己株式 △6,755 △6,755

株主資本合計 2,401,336 2,407,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108,351 △116,880

評価・換算差額等合計 △108,351 △116,880

純資産合計 2,292,984 2,290,860

負債純資産合計 3,668,367 3,660,804
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

売上高 980,944 1,422,961

売上原価 838,653 1,236,172

売上総利益 142,290 186,788

販売費及び一般管理費 197,835 190,265

営業損失（△） △55,544 △3,477

営業外収益   

仕入割引 10,450 9,906

その他 1,668 2,482

営業外収益合計 12,119 12,389

営業外費用   

支払利息 179 835

為替差損 282 395

その他 27 81

営業外費用合計 488 1,312

経常利益又は経常損失（△） △43,913 7,599

特別利益   

貸倒引当金戻入額 309 －

特別利益合計 309 －

特別損失   

固定資産除却損 28 －

特別損失合計 28 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △43,632 7,599

法人税、住民税及び事業税 2,162 2,413

法人税等調整額 △5,489 －

法人税等合計 △3,327 2,413

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,305 5,185
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△43,632 7,599

減価償却費 3,774 3,245

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,100 △5,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,551 △4,662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,275 975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △703 105

受取利息及び受取配当金 △1,383 △2,295

支払利息 179 835

固定資産除却損 28 －

売上債権の増減額（△は増加） 331,193 △153,326

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,891 △19,689

仕入債務の増減額（△は減少） △260,417 △8,247

その他 106,514 22,590

小計 66,733 △158,200

利息及び配当金の受取額 1,614 3,096

利息の支払額 △179 △835

法人税等の支払額 △3,694 △4,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,474 △160,423

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 － △900

投資有価証券の取得による支出 △3,533 △33,523

貸付けによる支出 △2,600 △2,250

貸付金の回収による収入 1,033 1,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,100 64,335

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △46,361 △11,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,033 △1,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,395 △12,686

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,978 △108,774

現金及び現金同等物の期首残高 749,246 507,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 761,224 398,564
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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(1）商品仕入実績 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 （注）１．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

区分 
当第１四半期会計期間

（自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日） 

前年同四半期比（％）

機械（千円）  120,551  98.9

工具（千円）  306,347  169.9

産機（千円）  576,582  159.5

伝動機器（千円）  143,938  152.9

その他（千円）  108,443  125.0

合計（千円）  1,255,862  148.7

区分 
当第１四半期会計期間

（自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日） 

前年同四半期比（％）

機械（千円）  132,849  99.6

工具（千円）  340,525  160.8

産機（千円）  666,012  160.2

伝動機器（千円）  158,021  131.2

その他（千円）  125,552  126.0

合計（千円）  1,422,961  145.1

相手先 

前第１四半期会計期間
（自 平成21年３月21日  
至 平成21年６月20日） 

当第１四半期会計期間
（自 平成22年３月21日  
至 平成22年６月20日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社 相澤鉄工所  123,033   12.5  －   －

東北ヒロセ電機 株式会社  －   －  170,363   12.0

㈱植松商会（９９１４）平成23年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

－10－


