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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31日） 

（注）平成25年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期第１四半期の数値および前年同四半期増減率については記載
しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の数値については記載しておりません。  

(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 ％

25年2月期第1四半期 9,938 ― 127 ― 230 ― 148 ―
24年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 140百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 29.44 24.29
24年2月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 16,417 9,550 58.2
24年2月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  9,550百万円 24年2月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
上記「配当の状況」は普通株式に係るものです。種類株式に係る配当につきましては、次々ページをご参照ください。 

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

24年2月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
平成25年２月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 21,000 ― 220 ― 370 ― 200 ― 39.77
通期 41,000 ― 400 ― 700 ― 380 ― 75.58



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ますが、この四半期決算短信開示時点において金融商品取引法に基
づく四半期連結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 
  本業績予想は、発表日現在における事業環境および入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の経済状況、事業環境の変化等により
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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 5,051,911 株 24年2月期 5,030,479 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 2,790 株 24年2月期 2,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 5,041,900 株 24年2月期1Q 4,977,748 株



種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

第一回優先株式      

24年２月期 － － － 146.00 146.00

25年２月期 －     

25年２月期（予想）  － － 円Tibor+1.0% 円Tibor+1.0%

※ 円Tiborは、25年３月１日午前11時現在における日本円１年もののトーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レートとして全国銀行協会によって公表される数字になります。 
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１．当四半期決算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 

当第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）における当社を取り巻く経済環境は、

東日本大震災の復興需要やエコカー減税に伴う自動車需要の拡大などにより景気の持ち直しは見られたもの

の、再び欧州信用不安が高まり円高・株価の低迷が続くなど、先行き不透明な状況で推移しました。 

 

このような状況のもと当社は、当社の強みである切削工具の積極的な拡販に引き続き努めるとともに、切削

工具の周辺分野となる工作機械や計測機器類の販売を一層強化するために、セミナーの開催やカタログの発刊

などの活動にも注力しました。また、近年日本から進出するユーザーが増加しているベトナム国において、現

地へ展開している日系ユーザーの需要を取り込むとともに将来を見据えた商権確保を目的として、機械・工具

の販売子会社であるNAITO VIETNAM CO,.LTD.を設立しました。 

 

損益状況については、第１四半期連結累計期間の売上高は99億38百万円となり、営業利益は１億27百万円、

経常利益は２億30百万円、四半期純利益は１億48百万円となりました。なお、取扱商品別売上高は、下表のと

おりです。 

 

取扱商品名 売上高（百万円） 構成比（％） 

切削工具 4,688 47.2 

機械工具 2,574 25.9 

産業機器 2,271 22.9 

工作機械 313 3.1 

その他 90 0.9 

合計 9,938 100.0 

 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況は、以下のとおりです。 

 

①資産 

総資産は164億17百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金93億16百万円、たな卸資産31億70百

万円、差入保証金14億80百万円です。 

 

②負債 

負債は68億66百万円となりました。主な内訳は、買掛金31億78百万円、短期借入金26億円です。 

 

③純資産 

純資産は95億50百万円となりました。主な内訳は、資本金22億91百万円、資本剰余金22億85百万円、利益剰

余金49億80百万円です。なお、自己資本比率は58.2％となりました。 

 

なお、当第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の表示は記載

しておりません。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、当第１四半期連結会計期間から連結決算へ移行いたしました。連結業績予想につきましては、平成

24年６月27日に公表いたしました「連結決算開始に伴う連結予想に関するお知らせ」をご覧ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

重要な子会社の異動には該当しませんが、当第１四半期連結会計期間において、NAITO VIETNAM CO.,LTD.を

設立したため、同社を連結の範囲に含めております。また、子会社の異動には該当しませんが、当第１四半期

連結会計期間より、SIAM OKAYA MACHINE & TOOL CO.,LTD.を持分法の範囲に含めております。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 

（会計上の見積りの変更） 

たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価の切り下げにおける見積りの変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額の算出方法については、当第１四半

期連結会計期間において、システム環境の整備が完了したことから、従来の回転期間を基に滞留商品をとらえ

る暫定的な見積り方法から、より実態を反映する、仕入時点からの滞留期間を基に滞留商品をとらえて、規則

的に帳簿価額を切り下げていく見積り方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ58百万円増加しております。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 452

受取手形及び売掛金 9,316

たな卸資産 3,170

その他 1,031

貸倒引当金 △13

流動資産合計 13,958

固定資産  

有形固定資産 292

無形固定資産 51

投資その他の資産  

差入保証金 1,480

その他 656

貸倒引当金 △17

投資損失引当金 △4

投資その他の資産合計 2,114

固定資産合計 2,458

資産合計 16,417

負債の部  

流動負債  

買掛金 3,178

短期借入金 2,600

未払法人税等 36

賞与引当金 78

その他 281

流動負債合計 6,175

固定負債  

退職給付引当金 493

役員退職慰労引当金 33

その他 164

固定負債合計 691

負債合計 6,866

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,291

資本剰余金 2,285

利益剰余金 4,980

自己株式 △10

株主資本合計 9,547

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 10

為替換算調整勘定 △7

その他の包括利益累計額合計 3

純資産合計 9,550

負債純資産合計 16,417
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 9,938

売上原価 8,839

売上総利益 1,099

販売費及び一般管理費 971

営業利益 127

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 0

持分法による投資利益 7

仕入割引 175

その他 2

営業外収益合計 195

営業外費用  

支払利息 3

売上割引 89

その他 0

営業外費用合計 93

経常利益 230

税金等調整前四半期純利益 230

法人税、住民税及び事業税 29

法人税等調整額 52

法人税等合計 81

少数株主損益調整前四半期純利益 148

四半期純利益 148
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 148

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △12

為替換算調整勘定 0

持分法適用会社に対する持分相当額 3

その他の包括利益合計 △8

四半期包括利益 140

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 140
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(3)  継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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