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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年8月20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 ％

23年2月期第2四半期 5,696 11.2 1,015 ― 1,029 ― 615 ―
22年2月期第2四半期 5,121 ― 34 ― 56 ― 11 ―

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2月期第2四半期 91.91 ―
22年2月期第2四半期 1.69 ―

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2月期第2四半期 18,021 12,680 70.4 1,930.69
22年2月期 16,049 12,272 76.5 1,813.66

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  12,680百万円 22年2月期  12,272百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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2月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
23年2月期 ― 10.00
23年2月期 

（予想）
― 15.00 25.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 12,534 38.9 1,516 257.2 1,544 237.2 844 73.3 127.22



(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になります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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
方法の変更の有無になります。 

(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きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の2ページを参照してください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2月期2Q 7,200,000株 22年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  632,077株 22年2月期  433,440株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 6,700,348株 22年2月期2Q 6,766,560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、企業努力により収益の改善が見られ、エコポイント等の経済

対策により個人消費は持ち直しつつありますが、欧米諸国における景気の先行き不透明感が広がり、円高、株安な

どにより輸出産業を中心に打撃を受けております。また、依然として失業率が高水準で推移しており、所得環境に

厳しさが残り、不安定な状況が続いております。 

  このような状況のもと当社グループは、高い技術力をベースにした高性能機の開発による市場の拡大を図り、さ

らに経費の削減、生産効率のアップにより、収益の改善に努めてまいりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は5,696百万円（前年同四半期比11.2％増）、

営業利益は1,015百万円（同2,876.8％増）、経常利益は1,029百万円（同1,727.6％増）、四半期純利益は615百万

円（同5,300.2％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①  資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四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1,972百万円増加し18,021百万円とな

りました。長期預金が300百万円減少いたしましたが、現金及び預金が1,615百万円及び仕掛品が547百万円増加い

たしました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,564百万円増加し5,341百万円となりました。未払消費税等が107百万円

減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,084百万円及び未払法人税等が465百万円増加いたしました。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ408百万円増加し12,680百万円となりました。自己株式の取得による減

少が134百万円ありましたが、利益剰余金が582百万円増加しております。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ220百万円減少し、1,660百万円となりました。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） 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,619百万円（前年同四半期は953百万円の

使用）となりました。これは主に、たな卸資産の増加594百万円及び未払消費税等の減少107百万円がありました

が、仕入債務の増加1,089百万円、税金等調整前四半期純利益1,008百万円及び法人税等の還付186百万円によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は1,652百万円（前年同四半期は1,068百万円

の獲得）となりました。これは主に、定期預金の純増加額1,536百万円及び有形固定資産の取得による支出113百

万円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） 

  当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は168百万円（前年同四半期比0.3％増加）と

なりました。これは、自己株式の取得による支出134百万円及び配当金の支払33百万円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 

  通期の業績予想につきましては、さらに厳しい市場環境が下半期も継続すると推測されますが、受注の増加やコ

スト削減の効果により、平成22年４月６日に公表いたしました平成23年２月期の通期業績予想(平成22年２月21日

～平成23年２月20日)を修正いたします。詳細につきましては、本日付公表の「平成23年２月期第２四半期（累

計）業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項ありません 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

 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。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・工事契約に関する会計基準の適用 

 機械装置の製造等に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る機械装置の製造等については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他については工事

完成基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る売上高は442,625千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ107,921千円増加しております。  

  

（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
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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８月20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２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,650,572 5,034,630

受取手形及び売掛金 2,484,615 2,430,616

商品及び製品 8,101 7,266

仕掛品 2,192,731 1,645,462

原材料及び貯蔵品 262,266 232,194

繰延税金資産 223,330 166,022

未収還付法人税等 － 91,002

その他 133,460 64,715

貸倒引当金 △1,280 △1,300

流動資産合計 11,953,797 9,670,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,320,663 1,309,363

機械装置及び運搬具（純額） 279,086 297,256

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 7,395 5,647

その他（純額） 75,459 58,853

有形固定資産合計 5,070,890 5,059,406

無形固定資産 186,690 198,253

投資その他の資産   

投資有価証券 528,047 539,356

長期預金 250,000 550,000

その他 32,569 31,936

投資その他の資産合計 810,616 1,121,292

固定資産合計 6,068,197 6,378,952

資産合計 18,021,995 16,049,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,912,715 1,828,369

未払金 190,167 197,562

未払法人税等 465,814 420

前受金 1,232,194 1,174,072

賞与引当金 102,648 61,500

役員賞与引当金 15,000 20,200

その他 36,394 121,862

流動負債合計 4,954,935 3,403,987

固定負債   

繰延税金負債 3,096 4,281

退職給付引当金 83,099 76,922

長期未払金 291,954 292,153

その他 8,311 －

固定負債合計 386,462 373,357
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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８月20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２月20日) 

負債合計 5,341,397 3,777,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 9,701,153 9,119,141

自己株式 △594,189 △459,910

株主資本合計 13,745,803 13,298,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153,545 147,386

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △53,521 △8,007

評価・換算差額等合計 △1,065,205 △1,025,850

純資産合計 12,680,598 12,272,220

負債純資産合計 18,021,995 16,049,565
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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２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 5,121,121 5,696,683

売上原価 4,606,918 4,099,930

売上総利益 514,202 1,596,752

販売費及び一般管理費 480,077 580,903

営業利益 34,125 1,015,849

営業外収益   

受取利息 7,568 7,046

受取配当金 7,209 7,326

その他 7,862 10,731

営業外収益合計 22,640 25,103

営業外費用   

支払利息 107 －

為替差損 208 11,340

その他 143 584

営業外費用合計 460 11,924

経常利益 56,305 1,029,027

特別利益   

固定資産売却益 147 111

貸倒引当金戻入額 3,700 －

特別利益合計 3,847 111

特別損失   

固定資産除却損 1,005 1,141

投資有価証券評価損 － 19,762

特別損失合計 1,005 20,903

税金等調整前四半期純利益 59,147 1,008,235

法人税、住民税及び事業税 96,445 452,470

法人税等調整額 △48,701 △60,079

法人税等合計 47,743 392,390

四半期純利益 11,404 615,844
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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２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20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 59,147 1,008,235

減価償却費 89,020 89,264

固定資産売却損益（△は益） △147 △111

固定資産除却損 1,005 1,141

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,762

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,164 6,177

長期未払金の増減額（△は減少） △25,798 △198

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,737 41,148

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,800 △5,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,700 △20

受取利息及び受取配当金 △14,778 △14,372

支払利息 107 －

売上債権の増減額（△は増加） △983,051 △58,600

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,346,998 △594,069

仕入債務の増減額（△は減少） △745,965 1,089,029

前受金の増減額（△は減少） △446,457 68,704

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,026 △107,502

未収消費税等の増減額（△は増加） 116,000 △53,281

その他 △36,407 5,500

小計 △692,373 1,495,606

利息及び配当金の受取額 16,472 15,797

利息の支払額 △560 －

法人税等の還付額 － 186,187

法人税等の支払額 △276,649 △78,095

営業活動によるキャッシュ・フロー △953,110 1,619,496

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 1,143,274 △1,536,518

有形固定資産の取得による支出 △188,128 △113,236

有形固定資産の売却による収入 2,160 1,930

無形固定資産の取得による支出 △11,637 △2,355

投資有価証券の取得による支出 △48,026 △708

保険積立金の積立による支出 △626 △460

保険積立金の解約による収入 10,327 －

その他 160,950 △1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,068,293 △1,652,671

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △67,665 △33,832

自己株式の取得による支出 － △134,279

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,665 △168,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,663 △19,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,818 △220,576

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,163 1,881,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,602,345 1,660,993
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 該当事項はありません。  

  

  

 当社は、当第２四半期連結累計期間において、取締役会決議に基づき自己株式の取得を行いました。主にこの影

響により、自己株式が134百万円（普通株式198千株）増加し、当第２四半期連結会計期間末において594百万円

（普通株式632千株）となっております。 

（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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