
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ナラサキ産業株式会社 上場取引所 東 札 

コード番号 8085 URL http://www.narasaki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石川 孝

問合せ先責任者 （役職名） 取締役兼常務執行役員 （氏名） 井上 仁 TEL 03-3666-2240
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 45,059 6.7 666 366.6 597 ― 331 734.3
22年3月期第2四半期 42,218 △21.8 142 △70.3 33 △90.9 39 △61.6

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 12.53 ―

22年3月期第2四半期 1.50 ―

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 41,225 5,472 12.8 199.97
22年3月期 41,881 5,268 11.8 185.77

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  5,261百万円 22年3月期  4,938百万円

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 98,000 1.1 1,150 10.0 900 6.3 450 ― 16.93



(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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。 

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 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 26,628,000株 22年3月期 26,628,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 316,071株 22年3月期 42,693株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 26,481,243株 22年3月期2Q 26,586,147株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、円高・株安などによる先行き不透明感に加え、厳しい雇用情勢

や緩やかなデフレ状況が続いており、依然として予断を許さない状況にあります。 

このような経済環境の中、当社グループは積極的な営業活動に努めてまいりました結果、前年同期比較におい

て増収増益の成果を上げることができました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高450億59百万円（前年同期比28億41百万円増）、営

業利益６億66百万円（同５億23百万円増）、経常利益５億97百万円（同５億64百万円増）、四半期純利益３億31

百万円（同２億91百万円増）となりました。 

  

（電機関連事業） 

電機関連事業では、中国をはじめとする海外向けの半導体生産設備に係る電気機器設備やデジタル精密機器関

連装置メーカー向けの加工設備が好調に推移し、ビル施設等建築関連設備では苦戦を強いられたものの、売上、収

益の両面でカバーすることができました。 

以上の結果、売上高は84億55百万円、セグメント利益は２億64百万円となりました。 

  

（機械関連事業） 

農業施設事業においては北海道地区の小麦貯蔵サイロの受渡しが順調に進み業績を牽引しました。また、食品

製造設備等の機械設備事業も堅調に推移しました。 

以上の結果、売上高は48億１百万円、セグメント利益は91百万円となりました。 

  

（資材・燃料関連事業） 

建材事業は、公共事業の発注遅れ、民間建築工事物件の減少等により低調に推移しました。 

燃料事業はガソリン等の販売数量が増加したことに加え、SS（サービスステーション）の再編効率化が寄与

し、売上、収益ともに好調に推移しました。 

以上の結果、売上高は224億35百万円、セグメント利益は２億67百万円となりました。 

  

（海運関連事業） 

ナラサキスタックス㈱においては、建築や公共事業等内需関連の物流は依然鈍いものの、円高の影響を受けつ

つも輸出入関連のコンテナやケミカル船の動きが好調に推移し、全体としては前年実績を大きく上回ることができ

ました。 

以上の結果、売上高は80億16百万円、セグメント利益は１億56百万円となりました。 

  

（注）第１四半期連結会計期間からセグメントの区分を変更したため、各セグメントの対前年同期比は記載してお

りません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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の総資産は412億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億55百万円の減少と

なりました。 

流動資産は４億67百万円減少の279億44百万円となりました。主な増減項目は、現金及び預金の増加17億74百万

円、受取手形及び売掛金の減少15億55百万円であります。固定資産は１億87百万円減少の132億80百万円となりま

した。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は357億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億58百万円の減少とな

りました。 

流動負債は８億66百万円減少の281億39百万円となりました。主な増減項目は、支払手形及び買掛金の増加５億

94百万円、借入金（短期借入金と１年内返済予定の長期借入金の合計）の減少７億28百万円であります。固定負債

は８百万円増加の76億14百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は54億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３百万円の増加と

なりました。主な増減項目は、利益剰余金の増加３億５百万円、少数株主持分の減少１億19百万円であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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は67億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ17

億62百万円の増加となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、27億19百万円の収入（前年同期は10億36百万円の収入）となりまし

た。主な要因は税金等調整前四半期純利益５億83百万円、売上債権の減少額15億55百万円、仕入債務の増加額５億

94百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億22百万円の支出（同２億57百万円の収入）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93百万円、有形固定資産の売却による収入98百万円、子会社株式の取得による

支出84百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純減少額７億41百万円等により８億34百万円の支出（同５億

81百万円の支出）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、今後も経済動向の先行きは不透明であり、極めて厳しい経営

環境が続くと予想されることから、平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想は変更しておりません。 

  

（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簡便な会計処理 

 (一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第２四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。 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第２四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。  

（法人税等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。  

  

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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用してお

ります。 

  

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：百万円）

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 6,782 5,008

受取手形及び売掛金 19,485 21,041

商品及び製品 539 441

原材料及び貯蔵品 26 28

その他 1,340 2,135

貸倒引当金 △229 △242

流動資産合計 27,944 28,412

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,237 6,298

その他（純額） 3,220 3,292

有形固定資産合計 9,457 9,591

無形固定資産   

その他 104 114

無形固定資産合計 104 114

投資その他の資産   

その他 4,025 4,096

貸倒引当金 △306 △334

投資その他の資産合計 3,719 3,762

固定資産合計 13,280 13,468

資産合計 41,225 41,881
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,137 19,542

短期借入金 3,965 4,665

1年内返済予定の長期借入金 2,578 2,606

未払法人税等 236 142

賞与引当金 281 258

その他 941 1,791

流動負債合計 28,139 29,006

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 5,193 5,206

退職給付引当金 578 568

役員退職慰労引当金 205 196

特別修繕引当金 65 55

その他 1,371 1,379

固定負債合計 7,614 7,605

負債合計 35,753 36,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,693 1,388

自己株式 △33 △7

株主資本合計 5,302 5,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39 △85

繰延ヘッジ損益 △2 0

評価・換算差額等合計 △41 △85

少数株主持分 210 330

純資産合計 5,472 5,268

負債純資産合計 41,225 41,881
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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：百万円）

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 42,218 45,059

売上原価 38,601 41,035

売上総利益 3,616 4,023

販売費及び一般管理費 3,473 3,357

営業利益 142 666

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 12 13

受取賃貸料 40 40

持分法による投資利益 3 7

その他 17 13

営業外収益合計 83 86

営業外費用   

支払利息 142 119

その他 49 35

営業外費用合計 192 154

経常利益 33 597

特別利益   

固定資産売却益 21 36

投資有価証券売却益 12 －

負ののれん発生益 － 72

その他 0 15

特別利益合計 34 124

特別損失   

固定資産処分損 1 2

投資有価証券評価損 － 136

特別損失合計 1 139

税金等調整前四半期純利益 66 583

法人税、住民税及び事業税 42 219

法人税等還付税額 △25 －

法人税等調整額 8 14

法人税等合計 24 233

少数株主損益調整前四半期純利益 － 349

少数株主利益 2 18

四半期純利益 39 331
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 66 583

減価償却費 212 214

長期前払費用償却額 9 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △187 △40

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 10

その他の引当金の増減額（△は減少） △32 18

受取利息及び受取配当金 △21 △23

支払利息 142 119

投資有価証券評価損益（△は益） － 136

持分法による投資損益（△は益） △3 △7

固定資産処分損益（△は益） △20 △33

売上債権の増減額（△は増加） △957 1,555

たな卸資産の増減額（△は増加） 121 △95

仕入債務の増減額（△は減少） 1,906 594

その他 △107 △154

小計 1,119 2,923

利息及び配当金の受取額 23 25

利息の支払額 △147 △124

法人税等の支払額 △78 △104

法人税等の還付額 119 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,036 2,719

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 △77 △93

有形固定資産の売却による収入 24 98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

316 －

子会社株式の取得による支出 － △84

貸付けによる支出 △15 △16

貸付金の回収による収入 18 15

その他 △8 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー 257 △122

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） △1,850 △700

長期借入れによる収入 2,900 1,315

長期借入金の返済による支出 △1,531 △1,356

自己株式の売却による収入 － 2

自己株式の取得による支出 △0 △29

配当金の支払額 △76 △28

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △18 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △581 △834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 712 1,762

現金及び現金同等物の期首残高 5,565 4,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,277 6,747
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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］  

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） 

 （注）１ 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1）機械・設備関連事業 

(2）資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3）海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械・設備 
関連事業 
（百万円） 

資材・燃料
関連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対

する売上高 
 12,189  22,645  7,383  42,218  －  42,218

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  174  3  178 (178)   －

計  12,189  22,820  7,387  42,396 (178)   42,218

営業利益  575  272  54  903 (760)   142

  （電気機械・設備） モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

  （産業機械・設備） 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

  （建設機械・設備） 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

  （その他） 食品類 
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［セグメント情報］  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機

関が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電機関連

事業」、「機械関連事業」、「資材・燃料関連事業」及び「海運関連事業」の４つを報告セグメントとしており

ます。 

「電機関連事業」は、モーター、制御機器、重電機器、冷熱設備、精密加工設備、昇降機等を販売しておりま

す。「機械関連事業」は、食品製造設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備等を販売しておりま

す。「資材・燃料関連事業」は、セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパン

ガス、アスファルト等を販売しております。「海運関連事業」は、海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物

自動車運送事業を行っております。 

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） 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。  

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△106百万円、セグメント間

取引消去額5百万円が含まれております。  

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

３．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 

（重要な負ののれん発生益） 

「海運関連事業」において子会社株式の追加購入をしたことにより、負ののれんが発生しております。な

お、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結会計期間において 百万円でありま

す。 

  

（追加情報） 

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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  
電機  

関連事業 

機械  

関連事業

資材・燃料

関連事業

海運  

関連事業

その他

(注)１ 
合計  

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  8,455  4,801  22,435  8,016  1,349  45,059  －  45,059

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  17  244  3  －  266  △ 266  －

計  8,455  4,819  22,680  8,020  1,349  45,325  △ 266  45,059

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 264  91  267  156  △ 14  766  △ 100  666

72

（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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