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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 6,189 61.6 75 ― 87 ― 33 ―
22年3月期第2四半期 3,830 △67.3 △262 ― △188 ― △164 ―

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 6.04 ―
22年3月期第2四半期 △29.44 ―

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 8,723 3,844 43.4 677.76
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2四半期  3,784百万円 22年3月期  3,870百万円

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 ― 0.00 0.00
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 12,000 34.7 100 ― 140 ― 50 ― 8.96



(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 
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 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2Q  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2Q 5,583,360株 22年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外需要の増加や国内需要の回復により

景気回復の兆しがありますが、欧州の信用不安に端を発した円高の進行、米国の景気減速懸念等の不安材料があ

り、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 わが国の工作機械業界は、当第２四半期の受注額が前年同期比２．４倍となり、前年度からの回復が継続してお

ります。しかしながら９月の月間受注額は、外需は増加したものの円高等を背景に内需の停滞感が見られ、伸び率

は前月比鈍化しました。 

 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、当第２四半期連結累計期間で、国内

外両方の受注及び売上が増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は６１億８千９百万円（前年同期比６１．６％増）、営業利益は７千５百万

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

失）、四半期純利益は３千３百万円（前年同期は１億６千４百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。  

日本 

 工作機械の受注が回復し、売上高は４６億２千２百万円（前年同期比８３．４％増）となりました。営業利益

は、売上増加及び経費削減の結果、４千３百万円（前年同期は１億５千１百万円の営業損失）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基調にはありましたが、売上高は７億９千８百万円（前年同期比

３．７％減）となりました。 営業利益は、経費削減努力の結果、売上減少による減益分を補い、２千１百万円

（前年同期は３千３百万円の営業損失）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２億１千２百万円（前年同期比１１１．５％増）となりました。

営業利益は、売上増加及び経費削減の結果、４百万円（前年同期は３千５百万円の営業損失）となりました。 

アジア 

 自動車・二輪車メーカー向けの受注が回復し、売上高は５億５千６百万円（前年同期比４６．３％増）となりま

した。営業損失は、売上増加及び経費削減の結果、３百万円（前年同期は１千７百万円の営業損失）に縮小しまし

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における総資産は８７億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５千９

百万円増加しました。これは主として受取手形及び売掛債権の増加によるものであります。 

 負債は４８億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ、８億千４千８百万円増加しました。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３８億４千４百万円となり前連結会計年度末に比べ８千８百万円減少しました。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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ２億９千４百万円

減少し、１９億７千４百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、２億１千９百万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、２千２百万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、８千３百万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、わが国経済がおかれた厳しい環境、とりわけ進行する円高、欧米を中心とした景

気の減速感懸念など、経営環境の厳しさは予断を許さない状況にあります。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１１月１１日に発表しました業績予想の修正

に関するお知らせをご覧ください。 

 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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



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。 

② 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 

 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。 

 これに伴う当第２四半期連結累計期間の経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

② 表示方法の変更 

（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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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 2,079,822 2,374,544

受取手形及び売掛金 3,165,686 2,175,558

商品 384,326 209,888

その他 223,300 168,698

貸倒引当金 △541 △371

流動資産合計 5,852,594 4,928,317

固定資産   

有形固定資産 1,166,672 1,183,054

無形固定資産   

その他 15,648 17,253

無形固定資産合計 15,648 17,253

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 905,168 1,052,551

貸倒引当金 △46,721 △46,971

投資その他の資産合計 1,688,522 1,835,654

固定資産合計 2,870,843 3,035,963

資産合計 8,723,437 7,964,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,277,708 2,376,276

短期借入金 559,995 585,151

未払法人税等 19,983 17,569

賞与引当金 39,552 26,400

その他 188,997 120,864

流動負債合計 4,086,237 3,126,261

固定負債   

長期借入金 24,054 82,226

役員退職慰労引当金 224,509 217,450

その他 544,624 605,434

固定負債合計 793,187 905,110

負債合計 4,879,425 4,031,372



（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 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 2,985,043 2,951,333

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,546,723 3,513,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88,542 161,781

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △195,037 △148,285

評価・換算差額等合計 237,461 357,451

少数株主持分 59,827 62,443

純資産合計 3,844,012 3,932,908

負債純資産合計 8,723,437 7,964,281



（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 3,830,854 6,189,902

売上原価 3,289,908 5,322,736

売上総利益 540,946 867,166

販売費及び一般管理費 803,787 792,071

営業利益又は営業損失（△） △262,840 75,094

営業外収益   

受取利息 1,368 987

受取配当金 5,169 4,305

受取賃貸料 47,609 42,909

為替差益 21,277 －

助成金収入 11,768 4,537

その他 13,444 9,743

営業外収益合計 100,637 62,483

営業外費用   

支払利息 6,138 4,429

不動産賃貸費用 12,562 12,859

為替差損 － 18,400

債権売却損 4,083 7,285

その他 3,390 6,806

営業外費用合計 26,174 49,781

経常利益又は経常損失（△） △188,377 87,796

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,124 79

役員退職慰労引当金戻入額 971 －

固定資産売却益 620 274

特別利益合計 2,716 353

特別損失   

投資有価証券評価損 9,817 28,589

その他 34 1,261

特別損失合計 9,852 29,850

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（△）

△195,513 58,299

法人税、住民税及び事業税 2,839 25,538

法人税等還付税額 △9,960 －

過年度法人税等 － 8,119

法人税等調整額 △18,611 △8,372

法人税等合計 △25,733 25,285

少数株主損益調整前四半期純利益 － 33,014

少数株主損失（△） △5,399 △695

四半期純利益又は四半期純損失（△） △164,381 33,710



（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（△）

△195,513 58,299

減価償却費 22,101 18,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,604 7,531

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,979 13,152

貸倒引当金の増減額（△は減少） △964 △79

受取利息及び受取配当金 △6,537 △5,293

支払利息 6,138 4,429

為替差損益（△は益） 816 1,190

投資有価証券評価損益（△は益） 9,817 28,589

固定資産除売却損益（△は益） △590 △102

売上債権の増減額（△は増加） 2,472,448 △1,012,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,117 △183,754

仕入債務の増減額（△は減少） △2,534,191 899,461

前渡金の増減額（△は増加） 28,832 △90,806

前受金の増減額（△は減少） 25,484 61,649

未収消費税等の増減額（△は増加） 27,826 25,677

その他 44,722 △13,352

小計 △198,144 △187,409

利息及び配当金の受取額 6,537 5,293

利息の支払額 △5,848 △4,234

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 6,896 △32,905

営業活動によるキャッシュ・フロー △190,558 △219,256

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 △3,630 △1,837

有形固定資産の売却による収入 1,197 694

投資有価証券の取得による支出 △5,086 △5,131

投資有価証券の売却による収入 24,209 －

貸付金の回収による収入 845 1,471

その他 32,782 27,683

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,316 22,881

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 35,651 －

長期借入金の返済による支出 △127,466 △82,205

配当金の支払額 △41,875 －

少数株主への配当金の支払額 △846 △883

その他 － △891

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,536 △83,979

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,973 △14,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,804 △294,721

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 2,362,028 1,974,822



 該当事項はありません。  

  

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） 

 機械・工具販売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、全セグメントの営

業利益の合計及び全セグメントの資産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．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 

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア 

  

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．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、ベトナム、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また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）外部顧客に対する売

上高 
 2,520,864  829,066  100,660  380,264  3,830,854    －  3,830,854

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 959,327  550  3,271  2,796  965,946 ( )965,946    －

計  3,480,192  829,616  103,932  383,060  4,796,801 ( )965,946  3,830,854

営業損失（△）  △151,907  △33,362  △35,999  △17,450  △238,720 ( )24,119  △262,840

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  829,066  100,660  387,954  378  1,318,059

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,830,854

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 21.7  2.6  10.1  0.0  34.4



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：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）  

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：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  

 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）  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 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） 

 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  
 4,622,447  798,352  212,880  556,221  6,189,902

セグメント間の 

売上高又は振替高 
 796,480  1,179  1,777  18,588  818,025

計  5,418,928  799,532  214,658  574,809  7,007,927

セグメント利益又は

損失（△）  
 43,149  21,113  4,857  △3,587  65,532

利益 金額 

 報告セグメント計  65,532

 セグメント間取引消去  9,562

 四半期連結損益計算書の営業利益  75,094



 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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