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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 9,695 60.8 150 ― 192 ― 124 ―
22年3月期第3四半期 6,028 △63.7 △324 ― △224 ― △207 ―

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 22.38 ―
22年3月期第3四半期 △37.17 ―

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 8,719 3,944 44.5 694.81
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3四半期  3,879百万円 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 13,000 46.0 200 ― 250 ― 140 ― 25.07



(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3Q 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3Q  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3Q 5,583,360株 22年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は新興国を中心とした海外景気の持ち直しに伴う輸出の

増加と国内の景気対策効果により比較的早いペースで回復したものの、後半は海外経済の減速、国内エコカー補助

金打ち切りや急激な円高の影響から景気停滞局面に入りました。また、依然として失業率が高い水準にあること、

円高の影響等から景気の先行きには不透明感が漂っております。 

 当社グループの主力商品の業界である工作機械業界の４月から１２月までの受注額は対前年同期比１２３％の増

加となりました。 

 こうした環境下、当社グループの国内外両方の受注・売上は前年と比較し増加しました。 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は９６億９千５百万円（前年同期比６０．８％増）、営業利益

は１億５千万円（前年同期は３億２千４百万円の営業損失）、経常利益は１億９千２百万円（前年同期は２億２千

４百万円の経常損失）、四半期純利益は１億２千４百万円（前年同期は２億７百万円の四半期純損失）となりまし

た。 

 セグメントごとの業績は次の通りであります。 

日本 

 工作機械の受注が回復し、売上高は７１億１千４百万円（前年同期比８２．０％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、１億１千２百万円（前年同期は２億３百万円の営業損失）となりました。  

北米 

 自動車メーカー関連向けの受注は緩やかに回復し、売上高は１１億８千８百万円（前年同期比１４．２％増）と

なりました。営業利益は、売上増加及び経費削減努力の結果、３千５百万円（前年同期は５千７百万円の営業損

失）となりました。 

欧州 

 自動車メーカー関連向けの受注が低迷し、売上高は３億７千８百万円（前年同期比１４．７％減）となりまし

た。営業利益は、経費削減の結果、売上減少による減益を補い７百万円（前年同期は３千７百万円の営業損失）と

なりました。 

アジア  

 自動車・２輪車メーカー関連向けの受注が回復し、売上高は１０億１千４百万円（前年同期比５９．９％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、１百万円（前年同期は１千４百万円の営業損失）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３四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７億５千５百万円増加し、８７億１千９

百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 負債は４７億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ、７億４千３百万円増加しました。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。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ１千１百万円増加し、３９億４千４百万円となりました。これは主として利益

剰余金が増加したことによります。 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比

べ１億３千５百万円増加し、２４億５百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、２億４千万円の収入となりました。これは主として税金等調整前当期純

利益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、３千９百万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、１億１千３百万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 

 平成２３年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期および 近の状況を踏まえ、また、今後の設備投資

および工作機械需要の受注見込も勘案し、平成２２年１１月１１日に発表いたしました業績予想を修正いたしまし

た。詳細は平成２３年２月９日に発表いたしました「業績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３四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３四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３四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３四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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,510,152 2,374,544

受取手形及び売掛金 2,866,830 2,175,558

商品 190,765 209,888

その他 201,031 168,698

貸倒引当金 △472 △371

流動資産合計 5,768,307 4,928,317

固定資産   

有形固定資産   

土地 724,815 724,815

その他（純額） 434,938 458,238

有形固定資産合計 1,159,754 1,183,054

無形固定資産   

その他 31,742 17,253

無形固定資産合計 31,742 17,253

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 975,484 1,052,551

貸倒引当金 △46,001 △46,971

投資その他の資産合計 1,759,557 1,835,654

固定資産合計 2,951,054 3,035,963

資産合計 8,719,361 7,964,281

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,157,838 2,376,276

短期借入金 553,437 585,151

未払法人税等 43,218 17,569

賞与引当金 12,120 26,400

その他 203,134 120,864

流動負債合計 3,969,748 3,126,261

固定負債   

長期借入金 － 82,226

役員退職慰労引当金 229,734 217,450

その他 575,213 605,434

固定負債合計 804,948 905,110

負債合計 4,774,697 4,031,372

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
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

利益剰余金 3,076,285 2,951,333

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,637,964 3,513,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,490 161,781

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △216,012 △148,285

評価・換算差額等合計 241,433 357,451

少数株主持分 65,266 62,443

純資産合計 3,944,664 3,932,908

負債純資産合計 8,719,361 7,964,281
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,028,617 9,695,678

売上原価 5,195,364 8,351,899

売上総利益 833,252 1,343,778

販売費及び一般管理費 1,157,646 1,193,122

営業利益又は営業損失（△） △324,394 150,656

営業外収益   

受取利息 1,603 1,609

受取配当金 6,822 7,649

受取賃貸料 71,063 64,053

その他 59,765 20,435

営業外収益合計 139,255 93,747

営業外費用   

支払利息 8,922 5,936

不動産賃貸費用 18,509 19,225

為替差損 － 3,639

債権売却損 6,552 12,089

その他 5,255 10,586

営業外費用合計 39,240 51,477

経常利益又は経常損失（△） △224,378 192,926

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,530 868

役員退職慰労引当金戻入額 971 －

固定資産売却益 820 1,896

特別利益合計 3,322 2,765

特別損失   

投資有価証券評価損 10,765 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,090

その他 317 168

特別損失合計 11,083 1,258

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（△）

△232,140 194,433

法人税、住民税及び事業税 4,900 54,574

法人税等還付税額 △19,090 －

過年度法人税等 － 8,119

法人税等調整額 △6,583 2,576

法人税等合計 △20,772 65,271

少数株主損益調整前四半期純利益 － 129,162

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,817 4,210

四半期純利益又は四半期純損失（△） △207,549 124,951
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

△232,140 194,433

減価償却費 33,342 28,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,583 13,389

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,220 △14,280

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,530 △868

受取利息及び受取配当金 △8,426 △9,258

支払利息 8,922 5,936

為替差損益（△は益） 121 3,362

投資有価証券評価損益（△は益） 10,765 －

有形固定資産除売却損益（△は益） △506 △1,728

売上債権の増減額（△は増加） 2,489,647 △719,691

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,881 10,709

仕入債務の増減額（△は減少） △2,723,131 775,414

前渡金の増減額（△は増加） △22,297 △70,150

前受金の増減額（△は減少） 42,195 73,520

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,971 16,018

その他 9,672 △28,957

小計 △296,148 275,880

利息及び配当金の受取額 8,426 9,258

利息の支払額 △8,633 △5,741

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 10,264 △38,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △286,091 240,851

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 △3,754 △4,002

有形固定資産の売却による収入 1,673 5,384

投資有価証券の取得による支出 △7,580 △8,139

投資有価証券の売却による収入 24,054 －

貸付金の回収による収入 1,292 3,071

その他 41,357 43,562

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,042 39,877

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 35,425 －

長期借入金の返済による支出 △189,299 △111,491

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 △1,336 △1,621

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,931 △113,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,598 △31,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △422,381 135,608

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 2,186,451 2,405,152
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 該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 機械・工具販売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計

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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 

（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 
 1,389,061  211,750  342,545  254,404  2,197,762  －  2,197,762

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 210,691  23  3,122  2,736  216,573 (216,573)  －

計  1,599,753  211,774  345,667  257,140  2,414,335 (216,573)  2,197,762

営業利益又は営業損失

（△） 
 △52,078  △23,651  △1,152  2,899  △73,981  12,428  △61,553

  
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 
 3,909,926  1,040,817  443,205  634,668  6,028,617  －  6,028,617

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,170,019  573  6,394  5,532  1,182,519 (1,182,519)  －

計  5,079,945  1,041,390  449,599  640,201  7,211,136 (1,182,519)  6,028,617

営業損失（△）  △203,986  △57,013  △37,151  △14,550  △312,702 (11,691)  △324,394
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前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

１．報告セグメントの概要  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）  

 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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）   

 （単位：千円）

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  211,750  342,545  270,402  －  824,698

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,197,762

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 9.6  15.6  12.3  －  37.5

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,040,817  443,205  658,357  378  2,142,757

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,028,617

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 17.3  7.4  10.9  0.0  35.6

〔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  7,114,675  1,188,191  378,092  1,014,718  9,695,678

セグメント間の売上高

又は振替高 
 1,171,008  1,920  2,224  22,556  1,197,710

計  8,285,683  1,190,112  380,317  1,037,275  10,893,388

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 112,772  35,923  7,272  △1,760  154,208
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 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）   

 （単位：千円）

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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。 

  

  
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  2,492,227  389,838  165,211  458,497  3,505,775

セグメント間の売上高

又は振替高 
 374,527  741  447  3,968  379,685

計  2,866,755  390,580  165,659  462,466  3,885,461

セグメント利益  69,623  14,810  2,414  1,827  88,675

利益 金額 

報告セグメント計   154,208

セグメント間取引消去   △3,551

四半期連結損益計算書の営業利益   150,656

利益 金額 

報告セグメント計   88,675

セグメント間取引消去   △13,114

四半期連結損益計算書の営業利益   75,561
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 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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