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1.  平成22年4月期第2四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21年10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 ％

22年4月期第2四半期 5,405 △66.8 △709 ― △683 ― △922 ―

21年4月期第2四半期 16,284 ― 345 ― 316 ― 79 ―

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

22年4月期第2四半期 △98.96 ―

21年4月期第2四半期 8.53 ―

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

22年4月期第2四半期 14,226 8,305 58.3 890.09
21年4月期 17,912 9,356 52.2 1,003.32

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  8,299百万円 21年4月期  9,356百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

    22年４月期 第２四半期末配当金の内訳 特別配当 1円00銭  

1株当たり配当金

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

21年4月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年4月期 ― 6.00

22年4月期 
（予想）

― 6.00 12.00

3.  平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 17,705 △33.7 △258 ― △219 ― △600 ― △64.35
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4.  その他 

(1) 期中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  
(注)当社は、第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更しております。株式会社メイデックス(連結子会社)および名電産業株式会社(連結子会
社)は、平成21年５月１日に合併し、併せて存続会社の商号を株式会社ナ・デックスプロダクツ(連結子会社)に変更いたしました。また、第１四半期連
結会計期間から、S.A.TECH CO.,LTD.は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。なお、いずれも開示府令第19条第８項に規程する特
定子会社には該当いたしません。 

(2) 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  有  
(注) 詳細は、５ページの「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年９月１日発表の連結業績予想を平成21年12月８日に修正しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果と
なる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の５ページの「【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的
情報」をご参照ください。 

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） 22年4月期第2四半期 9,605,800株 21年4月期  9,605,800株

② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  281,300株 21年4月期  280,300株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第2四半期 9,324,852株 21年4月期第2四半期 9,329,450株

－ 2 －



  平成22年４月期の個別業績予想(平成21年５月１日～平成22年４月30日) 
(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  有 
  

１．平成21年９月１日発表の個別業績予想を平成21年12月８日に修正しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果とな
る可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の５ページの「【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情
報」をご参照ください。 

  

  

  

５. 参考情報

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 15,800 △34.8 △90 ― △75 ― △433 ― △46.42

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整が進み、世界各国の経済対策などにより輸

出・生産が増加に転じるなど景気の持直しの動きが見られるものの、企業の収益環境や雇用情勢は依然と

して厳しい状況が続いております。 

このような経済環境のもとで、当社グループの主要得意先である自動車関連企業は、厳しい収益環境を

背景に設備投資については大幅な減少が続いており、早期の回復が見込めない厳しい状況で推移いたしま

した。そのため、自動車関連企業の設備投資の回復時に備えるとともに、それ以外の業界へもショールー

ムを活用するなど、提案性の高い積極的な営業展開を進めており、その成果は第３四半期以降に実を結ぶ

状況であります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は54億５百万円と前年同四半期に

比べ108億７千８百万円(△66.8％)の減収となりました。営業損失は経費削減に努めたものの、貸倒実績

率の上昇に伴い貸倒引当金繰入額１億７百万円を計上したことおよび子会社が売上総損失となったことな

どにより７億９百万円と前年同四半期に比べ10億５千４百万円(前年同四半期は３億４千５百万円の営業

利益)、経常損失は６億８千３百万円と前年同四半期に比べ９億９千９百万円(前年同四半期は３億１千６

百万円の経常利益)、四半期純損失は取引先が破産手続開始の申立ての方向で法的手続きの準備に入った

ことに伴い貸倒引当金繰入額６億３千３百万円を計上したことなどにより９億２千２百万円と前年同四半

期に比べ10億２百万円(前年同四半期は７千９百万円の四半期純利益)とそれぞれ減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(製造販売事業) 

製造販売事業につきましては、売上高は52億５千１百万円と前年同四半期に比べ108億４千５百万円(△

67.4％)の減収となり、営業損失は７億２千３百万円と前年同四半期に比べ10億５千５百万円(前年同四半

期は３億３千２百万円の営業利益)の減益となりました。 

(賃貸・保険サービス事業) 

賃貸・保険サービス事業につきましては、売上高は１億６千４百万円と前年同四半期に比べ１億２千４

百万円(△43.2％)の減収となり、営業利益は１千２百万円と前年同四半期並(前年同四半期は１千１百万

円)となりました。 

なお、所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が

90％を超えるため、記載を省略しております。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、142億２千６百万円と前連結会計年度末に比べ36億

８千５百万円減少いたしましたが、その主な要因は、流動資産の受取手形及び売掛金の減少31億８千１

百万円等があったためであります。 

負債は、59億２千１百万円と前連結会計年度末に比べ26億３千４百万円減少いたしましたが、その主

な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金の減少31億９千２百万円等があったためであります。 

純資産は、83億５百万円と前連結会計年度末に比べ10億５千１百万円減少いたしましたが、その主な

要因は、株主資本の利益剰余金の減少10億１千３百万円等があったためであります。 

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、営業活動により３

億１千９百万円減少、投資活動により６千万円減少および財務活動により１億３千万円増加したこと等

により、前連結会計年度末に比べ２億５百万円(△6.7％)減少し、当第２四半期連結累計期間末には28

億４千３百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により使用した資金は、貸倒引当金の増加による７億４千１百万円の資金の増加、売上債権

の減少による26億１百万円の資金の増加、その他の資産の減少による３億７千６百万円の資金の増加、

その他負債の増加による３億４千６百万円の資金の増加および法人税等の還付額１億６千万円等があっ

たものの、税金等調整前四半期純損失13億１千５百万円および仕入債務の減少による32億２千９百万円

の資金の減少等により、３億１千９百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 連結財政状態の分析

(2) 連結キャッシュ・フローの状況
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なお、使用した資金が前第２四半期連結累計期間に比べ４億８千万円減少しましたが、その主な要因

は、税金等調整前四半期純損失の計上による減少15億５千４百万円、減価償却費の減少１億１千４百万

円および仕入債務の減少額が増加したことによる資金の減少20億９百万円等があったものの、貸倒引当

金が増加したことによる資金の増加７億４千１百万円、売上債権の減少額が増加したことによる資金の

増加19億１千８百万円、その他の資産が減少したことによる資金の増加９億７千３百万円、その他の負

債の増加額が増加したことによる資金の増加３億９百万円および法人税等の還付による増加３億４千８

百万円等があったためであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は、有形固定資産の取得による２千９百万円の支出等により、６千万円

となりました。 

なお、使用した資金が前第２四半期連結累計期間に比べ２億６百万円減少しましたが、その主な要因

は、投資有価証券の取得による支出の減少１億５千万円等があったためであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は、短期借入れによる収入(返済による支出を相殺した金額)１億６千６

百万円等により、１億３千万円となりました。 

なお、得られた資金が前第２四半期連結累計期間に比べ２億８千７百万円増加しましたが、その主な

要因は、短期借入れによる収入(返済による支出を相殺した金額)１億７千２百万円等があったためであ

ります。 

平成21年９月１日に発表いたしました平成22年４月期の連結業績予想につきましては、今回、修正を行

っております。詳細は、平成21年12月８日付で発表いたしました「特別損失の計上、第２四半期累計期間

業績予想数値と実績数値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

該当事項はありません。 

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更しております。株式会社メイデックス(連結子会社)お

よび名電産業株式会社(連結子会社)は、平成21年５月１日に合併し、併せて存続会社の商号を株式会社ナ・デ

ックスプロダクツ(連結子会社)に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間から、S.A.TECH CO.,LTD.

は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。なお、いずれも開示府令第19条第８項に規程する特

定子会社には該当いたしません。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

より算定しております。 

  

法人税等については、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り算定しており

ます。 

 なお、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時

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・プランニングを使用する方法によっており、前連結会計年度以降に経営環境

等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連

結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを使用する方法によっております。 

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

４. その他

(1) 期中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)

(2) 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

① 固定資産の減価償却費の算定方法

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 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

 該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
(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21年10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21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,863,612 3,069,328

受取手形及び売掛金 4,256,088 7,437,298

有価証券 23,275 20,425

商品及び製品 494,887 398,713

仕掛品 155,897 146,486

原材料 258,959 277,708

その他 837,549 1,247,985

貸倒引当金 △133,582 △36,052

流動資産合計 8,756,686 12,561,893

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,674,335 1,674,335

その他（純額） 1,380,865 1,437,070

有形固定資産合計 3,055,201 3,111,406

無形固定資産   

のれん 36,368 －

その他 230,146 247,661

無形固定資産合計 266,514 247,661

投資その他の資産 2,148,407 1,991,470

固定資産合計 5,470,123 5,350,539

資産合計 14,226,810 17,912,432
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年10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21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,371,132 6,563,882

短期借入金 1,346,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 126,856 93,456

未払法人税等 4,748 11,651

その他 720,365 341,269

流動負債合計 5,569,102 8,190,259

固定負債   

長期借入金 96,519 90,547

退職給付引当金 58,226 53,684

役員退職慰労引当金 60,610 72,246

負ののれん 89,000 100,404

その他 47,934 48,862

固定負債合計 352,291 365,744

負債合計 5,921,393 8,556,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,301 751,733

利益剰余金 6,775,726 7,789,326

自己株式 △155,096 △155,305

株主資本合計 8,400,008 9,413,832

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,292 20,345

為替換算調整勘定 △148,694 △77,749

評価・換算差額等合計 △100,402 △57,404

少数株主持分 5,810 －

純資産合計 8,305,416 9,356,428

負債純資産合計 14,226,810 17,912,432
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(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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 16,284,442 5,405,671

売上原価 14,616,932 5,007,106

売上総利益 1,667,509 398,565

販売費及び一般管理費 1,322,090 1,107,651

営業利益又は営業損失（△） 345,419 △709,086

営業外収益   

受取利息 5,996 10,464

受取配当金 7,098 2,412

受取賃貸料 20,100 10,089

持分法による投資利益 9,850 18,676

その他 24,662 43,417

営業外収益合計 67,709 85,061

営業外費用   

支払利息 15,356 12,279

賃貸費用 14,841 5,876

為替差損 61,502 34,987

その他 5,303 6,456

営業外費用合計 97,004 59,599

経常利益又は経常損失（△） 316,124 △683,625

特別利益   

固定資産売却益 4,738 2,475

投資有価証券売却益 7,851 －

貸倒引当金戻入額 248 －

特別利益合計 12,838 2,475

特別損失   

固定資産除売却損 1,719 1,020

投資有価証券評価損 87,911 －

貸倒引当金繰入額 － 633,250

特別損失合計 89,631 634,271

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（△）

239,330 △1,315,420

法人税、住民税及び事業税 164,955 4,507

法人税等調整額 6,589 △394,403

法人税等合計 171,544 △389,895

少数株主損失（△） △11,807 △2,710

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,593 △922,815
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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20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10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（△）

239,330 △1,315,420

減価償却費 232,340 117,864

のれん償却額 － 4,743

負ののれん償却額 △3,966 △11,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △246 741,214

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500 △7,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,359 4,541

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,305 △11,636

受取利息及び受取配当金 △13,094 △12,877

支払利息 15,356 12,279

為替差損益（△は益） 9,862 25,703

持分法による投資損益（△は益） △9,850 △18,676

投資有価証券売却損益（△は益） △7,851 －

固定資産売却損益（△は益） △4,694 △2,445

固定資産除却損 1,675 990

投資有価証券評価損益（△は益） 87,911 －

その他の損益（△は益） 9,274 2,360

売上債権の増減額（△は増加） 683,553 2,601,872

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,253 △91,019

リース投資資産の増減額（△は増加） － △13,359

その他の資産の増減額（△は増加） △596,773 376,477

仕入債務の増減額（△は減少） △1,220,252 △3,229,930

その他の負債の増減額（△は減少） 36,712 346,532

小計 △609,410 △479,588

利息及び配当金の受取額 13,623 12,761

利息の支払額 △15,124 △12,413

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △188,683 160,232

営業活動によるキャッシュ・フロー △799,595 △319,008

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △61,744 △29,846

有形固定資産の売却による収入 64,342 2,742

無形固定資産の取得による支出 △87,918 △4,808

投資有価証券の取得による支出 △156,705 △6,441

投資有価証券の売却による収入 16,455 －

子会社株式の取得による支出 △34,633 －

長期貸付けによる支出 △30,200 －

長期貸付金の回収による収入 22,420 3,911

その他 455 △26,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,528 △60,699
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,980 166,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △46,728 △60,628

自己株式の取得による支出 △1,139 △330

配当金の支払額 △102,672 △74,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,520 130,408

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,771 △657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,222,872 △249,956

現金及び現金同等物の期首残高 2,180,707 3,049,328

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 44,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 957,835 2,843,612
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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20年５月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 

  

 
  

(注) １. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２. 各事業の主な内容 

 (1) 製造販売事業………………………産業用機器、溶接機器・材料、電子制御機器・部品の製造・販売 

 (2) 賃貸・保険サービス事業…………産業用機器・遊技設備・事務機器等のリース、損害保険の代理業、不動

産賃貸 

３. 会計処理の方法の変更等 

前第２四半期連結累計期間 

 (1) 「(3) 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」②に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「製

造販売事業」の営業利益が15,665千円減少しております。 

 (2) 「追加情報」に記載のとおり、国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から機械装置の耐用年数を変

更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「製造販売事業」の営業利益が

11,512千円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(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 16,010,818 273,623 16,284,442 ― 16,284,442

 (2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

85,727 15,248 100,975 (100,975) ―

計 16,096,546 288,871 16,385,418 (100,975) 16,284,442

営業利益 332,292 11,907 344,200 1,218 345,419

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日)

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(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 5,251,033 154,637 5,405,671 ― 5,405,671

 (2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 9,386 9,386 (9,386) ―

計 5,251,033 164,024 5,415,058 (9,386) 5,405,671

営業利益又は営業損失(△) △723,214 12,773 △710,441 1,355 △709,086
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前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合

計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地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及び当第２四半期連結累計期間については、海外売上高が連結売上高の

10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

② 所在地別セグメント情報

③ 海外売上高

(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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