
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 
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四半期決算補足説明資料作成の有無： 有     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  4,050  71.3  27  －  57  －  137  －

21年12月期第２四半期  2,364  －  △422  －  △414  －  △275  －

  
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12月期第２四半期  11  58  11  53

21年12月期第２四半期  △23  32       －

  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12月期第２四半期  8,408  5,199  61.7  437  65

21年12月期  7,828  5,107  65.0  430  51

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 5,190百万円 21年12月期 5,091百万円

  
年間配当金

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12月期       －  0 00     － 0 00  0  00

22年12月期       －  0 00

22年12月期（予想）     － 2 00  2  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  8,900  50.2  130  －  150  －  220  －  18  58



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

新規       －社 （社名             ）、除外      － 社  （社名           ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更： 無 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示 

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。実際の業績等は、業況の変化により上記予想値と異なる場合があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 11,870,600株 21年12月期 11,837,240株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 9,869株 21年12月期 9,509株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 11,841,805株 21年12月期２Ｑ 11,821,882株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長、政府の景気対策等により景気の底打ち感が

高まり、新興国需要や環境対応商品へ企業の積極投資等により緩やかながら着実な景気回復が見えてまいりました。

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、電子機器及び工作機械に対する設備

投資需要が回復傾向にあり、特に電子機器の輸出販売が伸長した結果、連結売上高は40億５千万円（前年同期比

71.3％増）となりました。損益面では売上高の回復と経費削減効果により営業利益２千７百万円（前年同期は４億２

千２百万円の営業損失）、経常利益５千７百万円（前年同期は４億１千４百万円の経常損失）、投資有価証券売却益

６千３百万円があったことなどにより四半期純利益は１億３千７百万円（前年同期は２億７千５百万円の四半期純損

失）となりました。 

主要な商品の概況は次のとおりです。 

電子部品実装機を中心とした電子機器は、中華圏（台湾、中国）の電機各社で、設備投資の再開が見られた結果、

売上高は20億１千８百万円（前年同期比290.4％増）となりました。  

工作機械は大型研削盤、工具研削盤の販売実績があり、売上高は６億６千７百万円（前年同期比39.4％増）となり

ました。 

測定機器は非接触三次元測定システム等の販売が伸長したことにより、売上高は２億９千８百万円（前年同期比

77.6％増）となりました。  

光電子装置及び光電子部品は当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱の取扱商品であり、レーザー関連及

び光アンプ等の販売実績により、売上高は３億９百万円（前年同期比42.2％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7.4％増加し84億８百万円となりました。  

（流動資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べ23.1％増加し43億８千１百万円となりました。これは売上の回復により仕入債

務が増加しましたが、輸出販売の売掛金の回収が短期間で進捗したことなどにより、現金及び預金が８億１千４百万

円増加したことなどによるものです。 

（固定資産） 

固定資産は前連結会計年度末に比べ5.7％減少し40億２千７百万円となりました。これは投資有価証券を売却した

ことにより、投資有価証券が１億９千１百万円減少したことなどによるものです。 

（流動負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ41.8％増加し27億５千８百万円となりました。これは売上の回復により支払手

形及び買掛金が７億９千３百万円増加したことなどによるものです。 

（固定負債） 

固定負債は前連結会計年度末に比べ41.8％減少し４億５千１百万円となりました。これは長期借入金が２億９千３

百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ1.8％増加し51億９千９百万円となりました。これは四半期純利益１億３千７百

万円になったことにより利益剰余金が１億３千７百万円増加したことなどによるものです。 

  

当第２四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ７億

９千５百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は22億２千４百万円となりました。各キャッシュ・フローの

状況とそれらの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） 

営業活動の結果獲得した資金は10億３千７百万円（前年同期は５億３千万円の獲得）となりました。これは主とし

て、税金等調整前四半期純利益が１億２千１百万円になったことと、売上の回復に伴い仕入債務の増加額７億９千４

百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は２億９百万円（前年同期は４千７百万円の使用）となりました。これは主として、

投資有価証券の売却による収入１億８千３百万円があったことによるものです。 

（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４億４千９百万円（前年同期は１億９千６百万円の使用）となりました。これは主

として、長期借入金の返済による支出４億４千８百万円があったことによるものです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の連結業績予想につきましては、平成22年７月26日に業績予想の修正を行っております。 

具体的な内容につきましては、平成22年７月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に

著しい変化が認められない場合には、前連結会計年度末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り算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループの継続企業の前提に関する重要事項等について変更はありま

せん。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,229,903 1,414,940

受取手形及び売掛金 1,095,847 1,097,722

有価証券 － 17,846

商品 714,177 752,482

その他 343,159 278,455

貸倒引当金 △1,653 △1,897

流動資産合計 4,381,434 3,559,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 546,859 564,361

土地 1,742,311 1,742,311

その他（純額） 27,112 29,243

有形固定資産合計 2,316,283 2,335,915

無形固定資産   

その他 21,639 34,010

無形固定資産合計 21,639 34,010

投資その他の資産   

投資有価証券 156,110 347,381

投資不動産（純額） 758,544 767,788

差入保証金 715,415 717,307

その他 175,167 182,218

貸倒引当金 △116,159 △116,159

投資その他の資産合計 1,689,077 1,898,537

固定資産合計 4,027,001 4,268,464

資産合計 8,408,435 7,828,013
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,267,518 473,885

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 678,446 833,096

未払法人税等 8,456 8,522

その他 303,732 130,207

流動負債合計 2,758,154 1,945,711

固定負債   

長期借入金 280,343 574,151

退職給付引当金 154,712 145,254

その他 16,118 55,279

固定負債合計 451,173 774,684

負債合計 3,209,327 2,720,396

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,381,582 1,374,102

資本剰余金 1,997,995 1,997,995

利益剰余金 1,831,571 1,694,403

自己株式 △3,053 △3,004

株主資本合計 5,208,096 5,063,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,547 50,986

繰延ヘッジ損益 △15,707 △15,051

為替換算調整勘定 △10,046 △7,481

評価・換算差額等合計 △17,206 28,454

新株予約権 8,217 15,664

純資産合計 5,199,107 5,107,617

負債純資産合計 8,408,435 7,828,013
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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）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,364,160 4,050,686

売上原価 1,900,081 3,248,952

売上総利益 464,078 801,733

販売費及び一般管理費 887,015 774,215

営業利益又は営業損失（△） △422,936 27,518

営業外収益   

受取利息 11,821 9,648

受取配当金 4,965 3,723

仕入割引 － 12,542

不動産賃貸料 16,902 16,902

その他 14,251 17,057

営業外収益合計 47,940 59,873

営業外費用   

支払利息 20,223 15,155

不動産賃貸費用 10,541 12,650

その他 8,868 2,151

営業外費用合計 39,633 29,956

経常利益又は経常損失（△） △414,630 57,435

特別利益   

投資有価証券売却益 － 63,896

貸倒引当金戻入額 725 243

特別利益合計 725 64,140

特別損失   

前期損益修正損 6,290 －

特別損失合計 6,290 －

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（△）

△420,195 121,575

法人税、住民税及び事業税 4,803 3,958

法人税等調整額 △149,213 △19,550

法人税等合計 △144,410 △15,592

四半期純利益又は四半期純損失（△） △275,785 137,168
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 964,297 1,994,414

売上原価 802,480 1,611,978

売上総利益 161,816 382,436

販売費及び一般管理費 423,532 388,221

営業損失（△） △261,715 △5,785

営業外収益   

受取利息 5,876 4,627

受取配当金 2,757 2,460

仕入割引 － 8,193

不動産賃貸料 8,451 8,451

その他 9,836 8,941

営業外収益合計 26,920 32,672

営業外費用   

支払利息 10,154 7,061

不動産賃貸費用 5,270 8,028

その他 4,265 1,651

営業外費用合計 19,690 16,741

経常利益又は経常損失（△） △254,485 10,146

特別利益   

貸倒引当金戻入額 725 243

特別利益合計 725 243

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（△）

△253,759 10,389

法人税、住民税及び事業税 △259 △1,753

法人税等調整額 △90,937 △28,711

法人税等合計 △91,197 △30,464

四半期純利益又は四半期純損失（△） △162,562 40,854
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（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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（△）

△420,195 121,575

減価償却費 39,682 36,637

受取利息及び受取配当金 △16,786 △13,371

支払利息 20,223 15,155

売上債権の増減額（△は増加） 1,100,178 △11,718

たな卸資産の増減額（△は増加） 397,390 37,749

仕入債務の増減額（△は減少） △749,827 794,716

その他 55,089 63,978

小計 425,755 1,044,721

利息及び配当金の受取額 16,874 13,721

利息の支払額 △21,186 △12,671

法人税等の支払額 △13,810 △7,818

法人税等の還付額 122,607 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,241 1,037,953

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 △46,733 △1,060

投資有価証券の取得による支出 △597 －

投資有価証券の売却による収入 － 183,611

その他 △132 26,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,464 209,420

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 500,000 300,000

短期借入金の返済による支出 － △300,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △607,543 △448,458

社債の償還による支出 △300,000 －

配当金の支払額 △88,740 △1,130

その他 △21 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,304 △449,604

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,406 △2,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,879 795,638

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,917 1,428,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,174,796 2,224,500
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 該当事項はありません。  

  

  

 ［事業の種類別セグメント情報］ 

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機

械及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。 

 ［所在地別セグメント情報］  

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

［海外売上高］  

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。 

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国 

（2）その他の地域…………………米国他 

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  277,176  145  277,322

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,364,160

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.7  0.0  11.7

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,633,250  673  1,633,924

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  4,050,686

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 40.3  0.0  40.3

（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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