
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４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23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３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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  （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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,550  34.3  △18  －  △4  －  △24  －

22年３月期第１四半期  1,899  △69.9  △126  －  △78  －  △74  －

  
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  △4 .  38  －      

22年３月期第１四半期  △13 .  35  －      

  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  7,939  3,826  47.5  674 .  79

22年３月期  7,964  3,932  48.6  693 .  21

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,767百万円 22年３月期 3,870百万円

  
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 

22年３月期  －        0 . 00 －      0 . 00  0 .  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 . 00 －       ～ 0 5 . 00  ～  0 5 .  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  5,000  30.5  20  －  70  －  30  －  5 .  37

通期  11,000  23.5  50  －  160  －  80  －  14 .  33

nakamura
スタンプ



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「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 

（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：有 

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すが、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います。  

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,158,000株 22年３月期 6,158,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 574,640株 22年３月期 574,640株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,583,360株 22年３月期１Ｑ 5,583,360株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧州の信用不安、円高、米国の景気減速懸念等今後の不安材

料はありますが、新興国を中心とした海外需要の増加に助けられ緩やかな回復を続けております。 

 わが国の工作機械業界も、当第１四半期（４－６月）の受注額は前年同期比２．８倍となり順調に回復しまし

た。また、日本工作機械業界は、中国からの引き続き堅調な受注を主因として今年度の受注予想を年初の５千５百

億円から８千５百億円に上方修正しました。 

 こうした環境下、工作機械を主力取扱商品とする当社グループにおいても国内外で受注、売上とも回復傾向が続

いてきております。 

 上記の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は２５億５千万円（前年同期比３４．３％増）、営業損失は１

千８百万円（前年同期は１億２千６百万円の営業損失）、経常損失は４百万円（前年同期は７千８百万円の経常損

失）、四半期純損失は２千４百万円（前年同期は７千４百万円の四半期純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントにつきましては、機械・工具販売業の売上高および利益の金額が全セグメントの売上高

の合計および営業利益に占める割合がいずれも９０％超であるため、平成２０年３月期連結会計年度から記載を省

略しております。 

 なお、所在地別セグメントごとの業績は次の通りであります。 

日本 

 工作機械の受注が回復し、売上高は１９億３千７百万円（前年同期比５４．８％増）となりました。営業損失

は、売上増加及び前年度に引き続いての経費削減の結果、縮小し、４百万円（前年同期は５千９百万円の営業損

失）となりました。 

北米 

 自動車メーカー関係向けの受注は緩やかな回復傾向にありますが、当連結会計期間ではまだ本格的に回復せず、

売上高は２億９千９百万円（前年同期比２１．２％減）に留まりました。営業利益は、前年度に引き続いての経費

削減努力の結果、売上減少による減益分を補い、２百万円（前年同期は１千８百万円の営業損失）となりました。 

欧州 

 自動車メーカー向けの受注が回復し、売上高は１億４百万円（前年同期比８７．３％増）となりました。営業損

失は、売上増加および前年度に引き続いての経費削減の結果、縮小し２百万円（前年同期は９百万円の営業損失）

となりました。 

アジア 

 自動車・２輪車メーカー向けの受注は緩やかに回復傾向にありますが、当連結会計期間ではまだ本格的に回復せ

ず、売上高は２億９百万円（前年同期比１．２％減）となりました。営業損失は、売上減少による減益はありまし

たが、前年度に引き続いての経費削減の結果、１千１百万円（前年同期は１千１百万円の営業損失）に留まりまし

た。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は７９億３千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千４百万

円減少しました。これは主として投資有価証券の減少によるものであります。 

 負債は４１億１千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ、８千１百万円増加しました。これは主として支払

手形及び買掛金の増加によるものであります。 

 純資産は３８億２千６百万円となり前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少しました。これは主として有価証

券評価差額金の減少によるものであります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比

べ１億２千８百万円減少し、２１億４千万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、８千６百万円の支出となりました。これは主として売上債権の増加によ

るものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１千２百万円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。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、５千３百万円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。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、日本国内の設備需要の回復ペースは緩やかで、海外でも米国景気の減速感が強ま

るなど、予断を許さない状況にあり、当社グループは引き続き、地域密着型営業の徹底、ユーザーの技術部門等へ

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



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的

に行い収益改善に努めてまいります。 

 平成２３年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成２２年５月１４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。   

  



（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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１四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。 

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想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の原則・手続の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これに伴う経常損失に与える影響は軽微でありますが、特別損失の計上により、税金等調整前四半期純損失は

1,105千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による投資その他の資産の「その他（差入保証

金）」の変動額は1,105千円であります。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表）  

 前第１四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１四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１四半期連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資土地」は830,074千円であり

ます。  

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



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１四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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,245,942 2,374,544

受取手形及び売掛金 2,349,535 2,175,558

商品 314,778 209,888

その他 129,806 168,698

貸倒引当金 △414 △371

流動資産合計 5,039,648 4,928,317

固定資産   

有形固定資産 1,176,914 1,183,054

無形固定資産   

その他 16,431 17,253

無形固定資産合計 16,431 17,253

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 923,144 1,052,551

貸倒引当金 △46,871 △46,971

投資その他の資産合計 1,706,347 1,835,654

固定資産合計 2,899,693 3,035,963

資産合計 7,939,342 7,964,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,593,711 2,376,276

短期借入金 561,900 585,151

未払法人税等 3,080 17,569

賞与引当金 900 26,400

その他 133,337 120,864

流動負債合計 3,292,929 3,126,261

固定負債   

長期借入金 52,940 82,226

役員退職慰労引当金 224,964 217,450

その他 542,025 605,434

固定負債合計 819,929 905,110

負債合計 4,112,858 4,031,372



（単位：千円）

当第１四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22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 2,926,858 2,951,333

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,488,538 3,513,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,084 161,781

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △147,966 △148,285

評価・換算差額等合計 279,074 357,451

少数株主持分 58,871 62,443

純資産合計 3,826,483 3,932,908

負債純資産合計 7,939,342 7,964,281



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,899,726 2,550,948

売上原価 1,628,272 2,194,950

売上総利益 271,453 355,998

販売費及び一般管理費 397,931 374,982

営業損失（△） △126,478 △18,984

営業外収益   

受取利息 189 201

受取配当金 4,916 4,141

受取賃貸料 23,688 22,331

為替差益 29,579 －

その他 3,348 7,293

営業外収益合計 61,723 33,967

営業外費用   

支払利息 2,958 2,169

不動産賃貸費用 6,459 6,510

債権売却損 3,274 3,658

為替差損 － 5,571

その他 1,475 1,938

営業外費用合計 14,168 19,847

経常損失（△） △78,923 △4,864

特別利益   

貸倒引当金戻入額 732 57

その他 327 272

特別利益合計 1,060 329

特別損失   

固定資産売却損 29 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,090

その他 4 －

特別損失合計 34 1,090

税金等調整前四半期純損失（△） △77,896 △5,625

法人税、住民税及び事業税 3,217 6,293

法人税等還付税額 △8,370 －

過年度法人税等 － 5,713

法人税等調整額 4,270 8,896

法人税等合計 △882 20,903

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △26,529

少数株主損失（△） △2,497 △2,054

四半期純損失（△） △74,517 △24,474



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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損失（△） △77,896 △5,625

減価償却費 10,898 9,195

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,312 7,384

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,220 △25,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △434 △57

受取利息及び受取配当金 △5,106 △4,343

支払利息 2,958 2,169

為替差損益（△は益） △787 5,439

有形固定資産売却損益（△は益） △297 △272

売上債権の増減額（△は増加） 1,887,676 △168,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,288 △101,831

仕入債務の増減額（△は減少） △1,624,300 204,510

前渡金の増減額（△は増加） 41,998 △11,144

前受金の増減額（△は減少） 23,770 13,671

未収消費税等の増減額（△は増加） △16,051 32,888

その他 △102,022 △19,333

小計 △35,793 △61,607

利息及び配当金の受取額 5,106 4,343

利息の支払額 △2,958 △2,169

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,667 △27,014

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,978 △86,448

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 △1,253 △1,760

有形固定資産の売却による収入 882 272

投資有価証券の取得による支出 △2,401 △2,514

貸付金の回収による収入 300 547

その他 17,192 15,608

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,719 12,151

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △65,633 △52,919

配当金の支払額 △41,875 －

その他 － △445

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,508 △53,364

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,534 △940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,232 △128,601

現金及び現金同等物の期首残高 2,608,832 2,269,544

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,509,600 2,140,942



 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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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．各区分に属する国又は地域の主な内訳は、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  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は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又は地域における売上高であります。 

（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）外部顧客への売上高  1,252,023 380,154 55,517 212,030  1,899,726  － 1,899,726

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 584,408 360 3,106 2,958  590,833 (590,833)  －

計  1,836,432 380,514 58,623 214,989  2,490,559 (590,833) 1,899,726

営業損失（△）  △59,479 △18,815 △9,564 △11,402  △99,261 (27,216) △126,478

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  380,154  55,517  216,369  127  652,168

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,899,726

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 20.0  2.9  11.4  0.0  34.3



１．報告セグメントの概要  

 当社グループは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が資源配分の意思決定及び業績評価を

するために、定期的に検討を行なう対象として販売を基礎とした所在地別のセグメントから構成される、

「日本」、「北米」、「欧州」、「アジア」を４つの報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントでは、主に機械・工具の販売を行なっております。   

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

   

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：千円） 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係わる重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれんの発生益）  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。   

  

〔セグメント情報〕

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 1,937,788  299,660  104,010  209,489  2,550,948

セグメント間の売

上高又は振替高 
 445,628  1,042  1,452  16,619  464,742

計  2,383,417  300,702  105,462  226,108  3,015,690

セグメント利益又は

損失（△） 
 △4,265  2,097  △2,031  △11,310  △15,510

損益 金額 

報告セグメント計  △15,510

セグメント間取引消去  △3,474

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △18,984



 該当事項はありません。 

  

  

（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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