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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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3月期第2四半期 6,480 26.5 431 ― 418 ― 204 ―
22年3月期第2四半期 5,124 △33.1 △44 ― △39 ― △228 ―

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2四半期 31.10 ―
22年3月期第2四半期 △34.72 ―

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2四半期 13,692 7,951 52.9 1,100.94
22年3月期 13,237 7,757 53.8 1,080.97

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,248百万円 22年3月期  7,116百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年3月期 ― 6.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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） 
（％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  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 12,950 14.9 810 132.5 780 113.4 400 ― 60.75



(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 

（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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

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3月期2Q  6,600,000株 22年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  16,090株 22年3月期  16,090株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  6,583,910株 22年3月期2Q 6,583,934株
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当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、一部景気の悪化に底打ちの兆しが窺われるものの、海外
経済の減速懸念や円高の進行による先行き不透明感が続いております。 
 このような状況の中で、国内砥石製造・販売事業は、インドネシア向け砥石輸出が堅調に拡大する一
方で、国内市場においては、需要の回復傾向が窺われるとともに、マーケットシェアを高める為にユー
ザーＰＲと組織的な営業力の強化に努め、併せて新製品発売や販売価格対応を積極的に行ってまいりま
した。 
 また、海外砥石製造・販売事業は、アジア・欧州・南米・中近東などを中心に世界的に砥石需要が増
加する中で、これらに対応するため供給能力の拡大とリードタイムの短縮に鋭意努力してまいりまし
た。 
 国内製品商品販売事業は、仕入商品の砥石・機械工具・消耗品とも需要に回復傾向が見られました。
  
 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は６,４８０,３７３千円となり、前年
同期比１,３５６,１２６千円（２６．５％）増収となりました。 
 売上原価は、砥石の生産量の増加による生産性の改善等により原価率は前年同期比２．５ポイント低
下いたしました。 
 その結果、連結営業利益は４３１,３５９千円となり、前年同期比４７５,４９７千円（前年は 
４４,１３８千円損失）の増益。 
 連結経常利益は４１８,４１１千円となり、前年同期比４５７,９５２千円（前年は３９,５４０千円
損失）の増益。 
 連結四半期純利益は２０４,７７７千円となり、前年同期比４３３,３４６千円（前年は 
２２８,５６８千円損失）の増益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は１３,６９２,５２２千円となり、前連結会計年度末に比べ
４５４,８１８千円増加いたしました。 
 流動資産は、６,６５２,４１２千円となり３４０,３９７千円増加いたしました。 
 主な要因は、売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が１５３,６８６千円増加、また、輸出用の製品
備蓄等でたな卸資産が１３０,００４千円増加したことによるものであります。 
 固定資産は、７,０４０,１０９千円となり１１４,４２０千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,３６１,７７１千円となり９１,１８８千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産能力の維持・拡大のための成型機の取得や工場建物の排ガス処理装置や空調設備等
の取得によるものであります。 
 無形固定資産は、２２１,７９５千円となり４９,４４６千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産・販売管理システム構築に伴うソフトウエアの取得によるものであります。 
 投資その他の資産は、４５６,５４２千円となり２６,２１４千円減少いたしました。 
 主な要因は、その他有価証券１８,２０４千円の減少と資産除去債務の計上による敷金保証金が 
６,７９３千円減少したことであります。 
  
 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は５,７４１,１０４千円となり、前連結会計年度末に比べ 
２６１,０２１千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,２７２,０９７千円となり３９１,９２５千円増加いたしました。 
 主な要因は、仕入の増加に伴い支払手形および買掛金が１１３,６０８千円増加、未払法人税等 
１２１,２１６千円増加、また、設備関係支払手形１４４,４５４千円増加し、一方で、短期借入金が 
３０,０００千円減少したことであります。 
 固定負債は１,４６９,００７千円となり１３０,９０４千円減少いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が９４,１４０千円、社債が４９,５００千円減少したことによるものであり
ます。 
  
 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は７,９５１,４１７千円となり、前連結会計年度末に比べ
１９３,７９７千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益２０４,７７７千円に加え、少数株主持分が６２,３０１千円増加、一方
で、配当金の支払３９,５０３千円、その他有価証券評価差額金１６,７１７千円および為替換算調整勘
定が１７,０６０千円減少したことによるものであります。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の５３．８％から５２．９％となりました。 

１. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（キャッシュ・フローについて） 
 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、前第２四
半期連結会計期間末に比べ１９４,２３９千円減少して１,５０１,９９６千円となりました。 
（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ける営業活動によって得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に
比べ２１７,０９１千円増加して４０４,７３０千円となりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純利益４１０,３０９千円、減価償却費１８３,２８１千円計上し、
また、仕入債務の増加により１１６,８５７千円増加し、一方で、売上債権の増加により１６２,４８２
千円及び、たな卸資産の増加により１３８,４５５千円減少いたしました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動に使用された資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ７１,３９７千円増加して 
１６９,７８８千円となりました。 
 主な要因は、有形固定資産の取得による支出１０１,８１１千円、ソフトウエアの取得による支出 
７１,７０６千円等であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動に使用された資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ１８７,５６３千円増加して 
２２９,６７０千円となりました。 
 主な要因は、短期借入金返済３０,０００千円、長期借入金返済９８,１０４千円、社債の償還による
支出５０,１００千円、配当金支払３９,５５３千円等であります。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間末の借入金及び社債の残高は、前連結会計年度末に比べ 
１７８,２０４千円減少して１,９３５,７０５千円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績実態と国内外の景況感を踏まえつつ、海外砥石製造・販売事業はア
ジア・南米・欧州等を中心に砥石輸出は好調に推移する見通しで、また、国内砥石製造・販売事業は、
インドネシア向け輸出が好調で加えて、国内の砥石需要も回復基調が窺われ、また、国内製品商品販売
事業で砥石・研磨布紙や電動工具などの仕入商品の需要に回復傾向が見られることより、平成22年10月
21日発表いたしました通期業績予想数値を修正しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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、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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は205千円、税金等調整前四半期

純利益は3,900千円減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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９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 1,501,996 1,497,802

受取手形及び売掛金 3,406,964 3,253,277

商品及び製品 972,670 855,812

仕掛品 75,715 69,178

原材料及び貯蔵品 521,361 514,752

その他 181,191 127,282

貸倒引当金 △7,486 △6,091

流動資産合計 6,652,412 6,312,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,029,356 3,023,969

減価償却累計額 △1,692,611 △1,656,890

建物及び構築物（純額） 1,336,744 1,367,078

土地 4,016,683 4,019,719

その他 3,445,061 3,272,278

減価償却累計額 △2,436,718 △2,388,493

その他（純額） 1,008,343 883,784

有形固定資産合計 6,361,771 6,270,583

無形固定資産 221,795 172,348

投資その他の資産 456,542 482,757

固定資産合計 7,040,109 6,925,688

資産合計 13,692,522 13,237,703

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,211,096 2,101,300

短期借入金 1,050,000 1,080,000

未払法人税等 161,325 40,109

設備関係支払手形 148,267 －

その他 701,407 658,761

流動負債合計 4,272,097 3,880,171

固定負債   

社債 － 49,500

長期借入金 593,897 688,037

退職給付引当金 665,901 660,907

役員退職慰労引当金 56,670 51,580

その他 152,538 149,886

固定負債合計 1,469,007 1,599,911

負債合計 5,741,104 5,480,082
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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９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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,368,534 5,203,260

自己株式 △10,326 △10,326

株主資本合計 7,394,973 7,229,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,258 20,976

為替換算調整勘定 △150,753 △133,692

評価・換算差額等合計 △146,495 △112,716

少数株主持分 702,939 640,638

純資産合計 7,951,417 7,757,620

負債純資産合計 13,692,522 13,237,703
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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４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

売上高 5,124,246 6,480,373

売上原価 3,917,599 4,791,530

売上総利益 1,206,647 1,688,842

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 648,836 627,136

退職給付費用 47,596 47,113

役員退職慰労引当金繰入額 2,760 8,290

貸倒引当金繰入額 4,502 3,893

その他 547,090 571,049

販売費及び一般管理費合計 1,250,786 1,257,483

営業利益又は営業損失（△） △44,138 431,359

営業外収益   

受取利息 251 176

受取配当金 2,091 3,636

為替差益 － 4,804

助成金収入 22,687 －

その他 15,446 8,526

営業外収益合計 40,476 17,144

営業外費用   

支払利息 18,801 11,586

支払手数料 7,800 7,899

売上割引 － 7,249

その他 9,275 3,355

営業外費用合計 35,877 30,091

経常利益又は経常損失（△） △39,540 418,411

特別利益   

貸倒引当金戻入額 22 －

特別利益合計 22 －

特別損失   

固定資産除却損 31,172 4,336

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,695

その他 5,108 70

特別損失合計 36,280 8,102

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（△）

△75,798 410,309

過年度法人税等 － 8,962

法人税、住民税及び事業税 21,406 159,975

法人税等調整額 114,528 △37,081

法人税等合計 135,934 131,857

少数株主損益調整前四半期純利益 － 278,452

少数株主利益 16,835 73,675

四半期純利益又は四半期純損失（△） △228,568 204,777
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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４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９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（△）

△75,798 410,309

減価償却費 189,367 183,281

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,977 5,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,960 5,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,480 3,893

受取利息及び受取配当金 △2,343 △3,813

支払利息 18,801 11,586

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,695

売上債権の増減額（△は増加） 490,029 △162,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 150,867 △138,455

仕入債務の増減額（△は減少） △373,714 116,857

その他 △132,828 7,136

小計 268,879 442,525

法人税等の支払額 △81,240 △37,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,639 404,730

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,089 △1,399

有形固定資産の取得による支出 △84,624 △101,811

ソフトウエアの取得による支出 △17,057 △71,706

利息及び配当金の受取額 2,378 3,815

その他 2,002 1,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,391 △169,788

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △66,302 △30,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △66,406 △98,104

社債の償還による支出 △50,100 △50,100

配当金の支払額 △39,436 △39,553

利息の支払額 △19,794 △11,912

その他 △67 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,106 △229,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,334 △1,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,476 4,194

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,760 1,497,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,696,236 1,501,996
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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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