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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年3月21日～平成22年12月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 4,219 33.3 10 ― 48 ― 1 ―
22年3月期第3四半期 3,166 ― △147 ― △111 ― △167 ―

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3四半期 0.29 ―
22年3月期第3四半期 △36.15 ―

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3四半期 3,665 2,337 63.8 504.28
22年3月期 3,660 2,290 62.6 494.13

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,337百万円 22年3月期  2,290百万円

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 ― 2.50 2.50
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
2.50 2.50

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年3月21日～平成23年3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  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 5,640 27.4 7 ― 65 ― 56 ― 12.19



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 無
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3Q 4,680,000株 22年3月期  4,680,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  44,815株 22年3月期  43,836株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 4,636,071株 22年3月期3Q 4,636,164株

※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
基づく四半期財務諸表に対する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ており、今後の経
済状況等の変化により、実際の業績は見通しと異なる可能性があります。なお、業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業
績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国・インドを中心とする新興国での内需拡大や政府の景気対策

による消費支出の下支え等を背景に、全体として穏やかな回復基調で推移しました。しかしながら一方で、長引く

デフレや急激な円高の進行、政府の景気対策に伴う駆け込み需要の反動等により、景気の先行きには不透明感が残

る状況で推移しました。 

 当機械工具業界におきましても、主要ユーザーとなる自動車関連産業やＩＴ関連産業での持ち直しによる需要回

復が見られてきましたが、円高やエコカー補助金終了による生産の縮小懸念もあり、受注環境としては一服感がみ

られ、設備投資が本格的に回復するまでには至っていない状況にあります。 

 このような中にあり当社としては、「お客様第一」を基本戦略として、各種営業情報の発信、プライベート展の

開催、工場見学会等を通じてのユーザーニーズの掘り起こしをはかるなど、総力を挙げて売上高確保を目指してま

いりました。 

 この結果、第３四半期累計期間の売上高につきましては4,219百万円（前年同期比33.3％増）となりました。 

 取扱商品別売上高は、産機2,026百万円（前年同期比44.7％増）、工具1,063百万円（前年同期比44.5％増）、伝

導機器463百万円（23.5％増）、機械262百万円（前年同期比19.7減）、その他404百万円（前年同期比23.2％増）

となりました。 

 一方、利益につきましては、経費面につきましても、前期同様に固定費を中心に経費抑制に取組んでまいりまし

た結果、営業利益10百万円（前年同期は営業損失147百万円）、経常利益48百万円（前年同期は経常損失111百万

円）となりましたものの、特別損失に投資有価証券評価損40百万円の計上となり四半期純利益は１百万円（前年同

期は四半期純損失167百万円）となりました。 

   

（２）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 

（資産）  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、3,665百万円となり前事業年度末に比べ、４百万円増加しまし

た。この主な要因は、投資有価証券で国債の償還期限が１年以内となったものの振替などによる減少があり、

固定資産合計で30百万円減少いたしましたが、一方、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金の増加などによ

り流動資産合計で35百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は、1,328百万円となり前事業年度末に比べ、41百万円減少しま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金が64百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期会計期間末における純資産は、2,337百万円となり前事業年度末に比べ、46百万円増加しまし

た。その他有価証券評価差額金の一部が特別損失の投資有価証券評価損への計上となり、その他有価証券評価

差額金で56百万円増加しておりますが、主な要因は、本業の回復による四半期純利益１百万円の計上によるも

のであります。 

 なお、当第３四半期末における自己資本比率は63.8％となり、前事業年度末に比べ1.2ポイント上昇してお

ります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「現金」という。）は、前事業年度末に比べ

152百万円減少し355百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、189百万円（前年同期比17.2％増）となりました。これは主に、税引前四

半期純利益７百万円を計上しましたものの、売上債権の増加額185百万円と仕入債務の減少64百万円の支出要

因があったこと等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） 

 投資活動の結果得られた資金は、53百万円（前年同期は112百万円の支出）となりました。これは主に、有

価証券の満期償還による収入100百万円と投資有価証券の取得による支出38百万円等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、15百万円（前年同期比68.2％減）となりました。これは、配当金の支払11

百万円とファイナンス・リース債務の返済による支出４百万円によるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績及び今後の動向を検討した結果、現時

点においては平成22年４月30日発表の「平成22年３月期決算短信（非連結）」に記載の業績予想からの変更はあり

ません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期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、第２四半期会計期間末の実地棚卸高

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。  

  

②固定資産の減価償却費の算出方法 

 定率法を採用している資産については、事業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。 

  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業年度決算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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 355,681 507,918

受取手形及び売掛金 1,974,088 1,791,976

有価証券 100,050 100,013

商品 194,783 185,623

その他 20,032 22,762

貸倒引当金 △3,250 △2,180

流動資産合計 2,641,385 2,606,116

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 108,409 112,670

土地 243,997 252,460

その他（純額） 22,235 4,683

有形固定資産合計 374,642 369,814

無形固定資産 13,757 11,782

投資その他の資産   

投資有価証券 525,877 570,483

その他 124,888 113,563

貸倒引当金 △14,816 △10,955

投資その他の資産合計 635,950 673,091

固定資産合計 1,024,349 1,054,688

資産合計 3,665,735 3,660,804

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,095,605 1,160,423

未払法人税等 8,151 7,286

賞与引当金 2,200 6,500

役員賞与引当金 2,700 －

その他 93,943 80,150

流動負債合計 1,202,599 1,254,360

固定負債   

退職給付引当金 56,994 63,894

役員退職慰労引当金 43,025 40,100

その他 25,671 11,588

固定負債合計 125,691 115,583

負債合計 1,328,290 1,369,944
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,550 1,017,550

資本剰余金 1,174,661 1,174,661

利益剰余金 212,037 222,284

自己株式 △6,919 △6,755

株主資本合計 2,397,329 2,407,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,885 △116,880

評価・換算差額等合計 △59,885 △116,880

純資産合計 2,337,444 2,290,860

負債純資産合計 3,665,735 3,660,804
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 3,166,669 4,219,615

売上原価 2,725,759 3,642,623

売上総利益 440,909 576,991

販売費及び一般管理費 588,842 566,632

営業利益又は営業損失（△） △147,932 10,358

営業外収益   

仕入割引 26,733 28,977

その他 10,718 11,679

営業外収益合計 37,452 40,657

営業外費用   

支払利息 1,268 2,472

その他 75 269

営業外費用合計 1,344 2,741

経常利益又は経常損失（△） △111,825 48,275

特別損失   

固定資産除却損 28 －

投資有価証券評価損 2,446 40,341

減損損失 9,933 －

特別損失合計 12,408 40,341

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △124,233 7,933

法人税、住民税及び事業税 6,698 6,589

法人税等調整額 36,643 －

法人税等合計 43,342 6,589

四半期純利益又は四半期純損失（△） △167,575 1,343
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 1,052,679 1,350,389

売上原価 904,423 1,167,820

売上総利益 148,256 182,568

販売費及び一般管理費 187,081 183,838

営業損失（△） △38,824 △1,269

営業外収益   

仕入割引 6,981 9,467

その他 3,660 4,336

営業外収益合計 10,641 13,803

営業外費用   

支払利息 925 827

その他 25 81

営業外費用合計 951 908

経常利益又は経常損失（△） △29,134 11,626

特別損失   

投資有価証券評価損 82 40,341

特別損失合計 82 40,341

税引前四半期純損失（△） △29,217 △28,715

法人税、住民税及び事業税 2,156 2,378

法人税等調整額 16,346 －

法人税等合計 18,502 2,378

四半期純損失（△） △47,719 △31,094
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△124,233 7,933

減価償却費 11,190 10,575

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,900 △4,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,881 △6,899

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,825 2,925

投資有価証券評価損益（△は益） 2,446 40,341

減損損失 9,933 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,411 4,930

受取利息及び受取配当金 △8,951 △8,871

支払利息 1,268 2,472

固定資産除却損 28 －

売上債権の増減額（△は増加） 416,459 △185,059

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,170 △9,160

仕入債務の増減額（△は減少） △452,071 △64,848

その他 22,824 20,174

小計 △161,127 △187,086

利息及び配当金の受取額 9,264 5,389

利息の支払額 △1,268 △2,472

法人税等の支払額 △8,852 △5,673

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,985 △189,842

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 － △1,018

投資有価証券の取得による支出 △111,110 △38,846

貸付けによる支出 △9,100 △4,980

貸付金の回収による収入 7,463 3,254

その他 － △5,045

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,746 53,364

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △164

配当金の支払額 △46,361 △11,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,146 △4,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,508 △15,760

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △324,240 △152,239

現金及び現金同等物の期首残高 749,246 507,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 425,005 355,099
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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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