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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 37,420 8.8 1,022 16.1 1,167 15.0 658 19.0
24年3月期第2四半期 34,388 14.2 880 973.0 1,015 324.8 553 236.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 385百万円 （22.6％） 24年3月期第2四半期 314百万円 （―％）

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3月期第2四半期 44.82 ―

24年3月期第2四半期 37.06 ―

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

25年3月期第2四半期 46,016 29,252 63.6 1,999.86
24年3月期 47,978 29,186 60.8 1,978.13

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  29,252百万円 24年3月期  29,186百万円

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  
 

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3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00
25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 15.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 74,900 1.7 2,090 △5.6 2,350 △6.0 1,150 △1.9 78.49



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

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3月期2Q 15,574,366 株 24年3月期 15,574,366 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 946,893 株 24年3月期 819,986 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,699,398 株 24年3月期2Q 14,934,028 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日本経済は、引き続き底堅さもみられる中で、鉱工業生産は輸出の減速やエ

コカー補助金による政策効果の一巡等を背景に減少しており、設備投資は機械設備等において弱い動きがみられま

す。 

 このような環境の中、当社グループの業績は工作機械事業が第１四半期連結累計期間に引き続き好調であったも

のの、自動車向け機械工具事業は伸びが鈍化し、工業機器事業は横ばいとなりました。一方で、鉄骨建築資材事業

は堅調に推移し、配管資材事業も２桁増を保持しました。 

 それらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ8.8％増加し374億２千万円となりまし

た。売上総利益率は前年の震災支援による生産稼働率向上の反動で若干低下し、一方で販売費及び一般管理費の増

加が僅かであったことにより、営業利益は同16.1％増の10億２千２百万円となり、経常利益は同15.0％増の11億６

千７百万円、四半期純利益は同19.0％増の６億５千８百万円となりました。 

  

 セグメントの状況は次の通りです。 

  

（機器・工具事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比3.8％増の188億６千９百万円となりました。鉱工業生産減少の影響を受け、工業

機器事業が同1.8％増、自動車向け機械工具事業が同14.9％増と、第１四半期連結累計期間に比べ減速がみられま

した。これらの結果、営業利益は同14.1％増の４億２千１百万円となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比22.1％増の73億９千１百万円となりました。国内の工作機械受注が減少傾向を示

す中、工作機械事業は同37.0％増と好調を維持したものの、ＦＡシステム事業は同19.9％減で２四半期連続マイナ

スとなっています。これらの結果、営業利益は同106.8％増の１億９千１百万円となりました。 

  

（建築・配管資材事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比9.8％増の111億５千８百万円となりました。鉄骨建築需要がほぼ横ばい、鋼材市

況が弱含みで推移する中、鉄骨建築資材事業は同8.8％増となり、事業確立を進める配管資材事業は同14.1％増と

なりました。これらの結果、営業利益は第１四半期連結累計期間の前年同期比大幅減から同2.4％減の３億５千５

百万円となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産）  

 当第２四半期連結会計期間末日現在の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億６千２百万円減少し460億１千６

百万円となりました。 この主な要因は、現金及び預金の増加７億４千２百万円、商品及び製品の増加８千９百万

円等ありましたが、受取手形及び売掛金の減少25億１千３百万円等により、流動資産が16億４千９百万円減少した

こと、投資有価証券の減少４億５百万円、有形固定資産の減少８千９百万円等により、固定資産が３億１千２百万

円減少したことによります。 

  

（負債） 

  当第２四半期連結会計期間末日現在の負債は、前連結会計年度末に比べ20億２千９百万円減少し、167億６千３

百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少14億１千７百万円、未払法人税等の減少３億８

千３百万円等により、流動負債が18億３千９百万円減少したこと、繰延税金負債の減少１億２千８百万円、退職給

付引当金の減少６千２百万円等により、固定負債が１億９千万円減少したことによります。 

  

（純資産） 

  当第２四半期連結会計期間末日現在の純資産は、前連結会計年度末に比べ６千６百万円増加し、292億５千２百

万円となりました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が２億７千３百万円減少、自己株式の取得により

９千６百万円減少しましたが、利益剰余金が４億３千７百万円増加したことによります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動における資金の増

加、及び投資活動と財務活動における資金の減少により、期首残高に比べ７億４千１百万円増加し、76億６千２百

万円（前年同期は76億５千５百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー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） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、13億８百万円（前年同期は得られた資金８

億３千７百万円）となりました。これは主に仕入債務の減少額14億３千６百万円、法人税等の支払額８億３千６百

万円、退職給付引当金の減少額６千２百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益11億６千７百万円、売

上債権の減少額25億５千万円、及び減価償却費１億３千８百万円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） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、２億５千万円（前年同期は得られた資金１

億７千２百万円）となりました。これは差入保証金の差入による支出１億３千３百万円、有形固定資産の取得によ

る支出４千５百万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） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、３億１千７百万円（前年同期は使用した資

金１億４千１百万円）となりました。これは自己株式の取得による支出９千６百万円、配当金の支払額２億２千万

円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24年５月７日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細につきまし

ては、本日公表の「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。   

   

（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と区別することが困難な会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,016,031 7,758,840

受取手形及び売掛金 24,028,203 21,514,958

商品及び製品 2,783,521 2,872,938

仕掛品 538,112 488,170

原材料及び貯蔵品 158,181 149,015

繰延税金資産 328,804 306,559

その他 244,822 359,323

貸倒引当金 △38,622 △40,698

流動資産合計 35,059,054 33,409,106

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,430,455 2,357,026

土地 6,698,875 6,698,875

その他（純額） 307,433 291,203

有形固定資産合計 9,436,764 9,347,105

無形固定資産 61,749 51,798

投資その他の資産   

投資有価証券 2,268,341 1,863,302

前払年金費用 99,722 110,166

繰延税金資産 101,420 87,205

その他 1,058,840 1,239,030

貸倒引当金 △106,938 △91,609

投資その他の資産合計 3,421,387 3,208,095

固定資産合計 12,919,901 12,607,000

資産合計 47,978,955 46,016,106
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,577,306 14,159,647

未払法人税等 863,658 480,566

賞与引当金 485,223 513,122

役員賞与引当金 26,780 12,585

災害損失引当金 8,431 7,976

その他 865,228 813,354

流動負債合計 17,826,627 15,987,252

固定負債   

繰延税金負債 450,064 322,016

退職給付引当金 341,326 278,526

その他 174,800 175,392

固定負債合計 966,191 775,935

負債合計 18,792,818 16,763,188

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 6,135,350 6,135,350

利益剰余金 17,536,634 17,974,156

自己株式 △442,468 △539,457

株主資本合計 28,461,930 28,802,463

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,207 450,455

その他の包括利益累計額合計 724,207 450,455

純資産合計 29,186,137 29,252,918

負債純資産合計 47,978,955 46,016,106
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 34,388,279 37,420,076

売上原価 29,399,960 32,104,156

売上総利益 4,988,319 5,315,919

販売費及び一般管理費 4,107,644 4,293,692

営業利益 880,674 1,022,226

営業外収益   

受取利息 3,970 5,653

受取配当金 23,543 20,286

仕入割引 213,365 226,250

受取賃貸料 15,549 15,880

その他 8,148 10,083

営業外収益合計 264,577 278,153

営業外費用   

売上割引 114,953 122,905

賃貸収入原価 2,154 1,989

その他 12,676 8,045

営業外費用合計 129,784 132,940

経常利益 1,015,468 1,167,440

特別利益   

投資有価証券売却益 15,344 －

特別利益合計 15,344 －

特別損失   

災害による損失 6,215 －

特別損失合計 6,215 －

税金等調整前四半期純利益 1,024,597 1,167,440

法人税、住民税及び事業税 431,980 455,629

法人税等調整額 39,099 52,973

法人税等合計 471,080 508,602

少数株主損益調整前四半期純利益 553,516 658,837

四半期純利益 553,516 658,837
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 553,516 658,837

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △239,467 △273,752

その他の包括利益合計 △239,467 △273,752

四半期包括利益 314,049 385,085

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 314,049 385,085

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,024,597 1,167,440

減価償却費 154,065 138,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,471 △14,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,756 △62,800

前払年金費用の増減額（△は増加） △14,248 △10,444

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,648 27,899

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,616 △13,252

受取利息及び受取配当金 △27,514 △25,939

投資有価証券売却損益（△は益） △15,344 －

売上債権の増減額（△は増加） 241,624 2,550,805

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,170 △30,308

仕入債務の増減額（△は減少） △214,746 △1,436,785

その他 12,922 △171,379

小計 1,133,033 2,119,441

利息及び配当金の受取額 27,264 25,652

法人税等の支払額 △323,046 △836,575

営業活動によるキャッシュ・フロー 837,251 1,308,518

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △71,318 △66,412

定期預金の払戻による収入 55,407 64,617

有形固定資産の取得による支出 △31,298 △45,629

投資有価証券の取得による支出 △6,857 △12,753

投資有価証券の売却による収入 233,852 －

差入保証金の差入による支出 － △133,721

その他 △7,599 △56,261

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,185 △250,161

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 △66,587 △96,988

配当金の支払額 △74,874 △220,354

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,462 △317,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 867,975 741,013

現金及び現金同等物の期首残高 6,787,115 6,921,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,655,091 7,662,427
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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  

（注）① セグメント利益の調整額54,066千円には、セグメント間取引消去56,991千円、たな卸資産の調整額△2,924千円

が含まれております。 

   ② 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。  

  

２．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 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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  

（注）① セグメント利益の調整額53,029千円には、セグメント間取引消去55,393千円、たな卸資産の調整額△2,364千円

が含まれております。 

   ② 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。  

  

２．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 

 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

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）② 

機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  18,173,362 6,054,383 10,160,533 34,388,279  － 34,388,279

セグメント間の内部
売上高又は振替高  373,131 100,871 9,213 483,215  △483,215 －

計  18,546,493 6,155,255 10,169,746 34,871,495  △483,215 34,388,279

セグメント利益  369,496 92,678 364,432 826,608  54,066 880,674

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額  
（注）① 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）② 

機器・工具 機械・設備
建築・配管

資材 
計

売上高             

外部顧客への売上高  18,869,870 7,391,655 11,158,550 37,420,076  － 37,420,076

セグメント間の内部
売上高又は振替高  430,942 152,791 8,462 592,196  △592,196 －

計  19,300,812 7,544,447 11,167,012 38,012,273  △592,196 37,420,076

セグメント利益  421,756 191,655 355,784 969,197  53,029 1,022,226

（７）重要な後発事象
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