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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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 ％

21年12月期第2四半期 2,364 ― △422 ― △414 ― △275 ―

20年12月期第2四半期 6,821 △8.9 33 △79.3 53 △67.6 58 △52.2

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

21年12月期第2四半期 △23.32 ―

20年12月期第2四半期 4.91 4.88

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

21年12月期第2四半期 8,823 5,591 63.2 471.45
20年12月期 10,195 5,895 57.7 497.11

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  5,576百万円 20年12月期  5,879百万円

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  無  
 

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

20年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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  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 6,150 △53.6 △310 ― △300 ― △223 ― △18.85
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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  

(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【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） 

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

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により上記予想値とことなる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年12月期第2四半期 11,837,240株 20年12月期  11,837,240株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  9,317株 20年12月期  9,185株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 11,827,972株 20年12月期第2四半期 11,821,882株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機に始まった世界同時不況の影響により景

気の後退局面が続き、企業業績にも急激な悪化が見られました。電機、自動車業界を中心に減産による在庫調整が進

捗したこと、政府の景気対策等により環境対応商品の購買意欲が刺激されこと等により、景気の下げ止まり感はある

ものの、景気の回復にはまだ至っておりません。 

こうした中、当社グループでは、主要顧客である電機、自動車関連業界の大幅な設備投資抑制の影響を受け、主要

商品である電子機器及び工作機械の需要が減少したため、業務見直しによる効率化を実施し、利益率の向上と人件費

の削減を中心とした経費の削減を実施しました。しかしながら、電子機器及び工作機械等の主力商品の販売が大きく

減少したため、非常に厳しい経営成績となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23億６千４百万円、営業損失４億２千２百万円、経常損失４億１

千４百万円、四半期純損失２億７千５百万円となりました。 

主要な商品の概況は次のとおりです。 

（電子機器）  

主要商品はパナソニックファクトリーソリューションズ㈱製の電子部品実装機です。国内及び輸出販売を行ってお

りますが、同商品は主として電機メーカーの生産量に応じて需要が起きてくるもので、在庫調整により設備投資の凍

結が多く見られ販売が低迷しました。しかし、国内に比べ台湾、中国での設備投資計画が徐々に進行し在庫機械の輸

出販売が進捗した結果、売上高は５億１千６百万円となりました。  

（工作機械）  

主要商品は欧州メーカーの工具研削盤、円筒研削盤等です。これらの商品は特に精密加工に優れている商品であ

り、設備需要は低迷しましたが、新製品の開発を進める分野では需要があり、売上高は４億７千８百万円となりまし

た。 

（測定機器）  

主要商品は米国メーカーの非接触三次元測定システムです。同商品は幅広い業種での用途があり、品質管理目的に

導入される商品ですが、企業業績の悪化懸念により設備投資の凍結等が見られ需要が低迷し、売上高は１億６千８百

万円となりました。  

（産業機械）  

産業機械は、大型商品であるコーティング装置の販売実績があったため、売上高は２億１千１百万円となりまし

た。 

（光電子部品）  

光電子部品は当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱の取扱商品であります。同商品は試験研究設備とし

ての需要が多いため、販売が順調に推移した結果、売上高は５億３千４百万円となりました。  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

（流動資産） 

流動資産は前連結会年度末に比べ26.4％減少し42億９千７百万円となりました。これは売掛金の回収により受取手

形及び売掛金が11億１千１百万円減少したこと及び在庫商品の販売が進み、商品が３億９千６百万円減少したことな

どによるものです。 

（固定資産） 

固定資産は前連結会計年度末に比べ3.9％増加し45億２千６百万円となりました。これは名古屋支店隣接地の土地

取得により土地が４千５百万円増加したこと及び投資有価証券の時価回復により、投資有価証券が２千１百万円増加

したことなどによるものです。 

（流動負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ28.1％減少し22億５千４百万円となりました。これは短期借入金の増加が５億

円ありましたが、支払手形及び買掛金が７億４千９百万円減少したことなどによるものです。 

（固定負債） 

固定負債は前連結会計年度末に比べ16.2％減少し９億７千７百万円となりました。これは長期借入金が２億６百万

円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ5.1％減少し55億９千１百万円となりました。これは四半期純損失２億７千５百

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
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万円になったこと及び配当金の支払が８千８百万円あり利益剰余金が３億６千４百万円減少したことによるもので

す。 

  

（２）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）の四半期末残高は21億７千４百万

円となり、前連結会計年度末に比べ２億８千８百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの

主な要因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） 

営業活動の結果獲得した資金は５億３千万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が４億２

千万円、仕入債務の減少額が７億４千９百万円となりましたが、売上債権の減少額11億円、棚卸資産の減少額３億９

千７百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は４千７百万円となりました。これは主として、名古屋支店隣接地の土地取得等によ

り有形固定資産の取得による支出が４千６百万円あったことによるものです。 

（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１億９千６百万円となりました。これは主として、短期借入れによる収入５億円、

長期借入れによる収入３億円がありましたが、長期借入金の返済による支出６億７百万円及び社債の償還による支出

が３億円あったことによるものです。 

  

  

平成21年７月23日に第２四半期累計期間の業績見込及び発表日現在の受注動向、今後の企業の設備投資動向等を踏

まえて通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年７月23日発表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。  

 世界的な景気の低迷が続く中、国内では電機、自動車関連業界での在庫調整が一巡し、生産の回復も一部では見ら

れます。しかし景気の先行き不透明感から依然設備投資の回復までには時間を要するものと思われます。一方、海外

では中国での電気製品、自動車の購買意欲が回復傾向にあり、中国向けの輸出取引や現地工場の生産が回復基調にあ

ります。 

 これら経済状況を背景として、今後の当社グループの主要商品の動向は以下のとおりと予測しております。 

（電子機器） 

国内販売に関しては、設備投資の回復の方向性が不透明であり、今後の設備投資需要により受注が回復基調に推移

したとしても、年度後半（10月以降）の設備計画となると思われ、納期が来期以降になるものが多いと思われます。

輸出販売に関しては、第２四半期連結累計期間後半から緩やかながら、受注が回復傾向にあり、当社グループの販売

先である中華圏（台湾、中国）の電機メーカーは大型生産設備を有することが多く、設備投資需要が順調に回復した

場合、売上割合が高まってくると思われます。 

（工作機械） 

当社グループで取り扱っております工作機械は、精密加工及び特殊加工を得意とするものが多く、景気の低迷化で

も競争力を高めるために新技術、新分野の開発を試みる企業にとって需要があり、第３四半期会計期間以降の大口納

入も予定しております。今後、短期納入が可能な在庫商品の積極販売とユーザーのニーズを的確に読み取る販売活動

を進めてまいります。 

（測定機器） 

企業の設備需要は低水準に推移すると思われますが、品質管理に必要とされる非接触三次元システムを中心に幅広

い業種の企業に提案してまいります。 

（産業機械） 

第４四半期に工具等金属表面のコーティング装置の納入を予定しております。 

（光電子部品） 

 主力商品は光アンプやレーザー加工システムであり、同商品は、試験研究設備として導入されることが多いため、

第２四半期連結期間同様、堅調に推移するものと思われます。 

（その他）  

 上記の機械本体に関連した、保守パーツ、役務等でありますが、お客様の既存のマシンのリニューアル、オーバー

ホール等も提案してまいります。 

経費に関しては、コスト面での負担の大きい人件費について、人員の適正化を目的として希望退職による人員削減

を実施し、固定費の削減を行います。  

これらの状況を踏まえて、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高61億５千万円、営業損失３億１千万円、

３．連結業績予想に関する定性的情報
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経常損失３億円、当期純損失２億２千３百万円を予定しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に

著しい変化が認められない場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法により算定しております。 

  

  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  当第２四半期連結累計期間において以下のリスクが生じており、これにより継続企業の前提に関する重要事項

等が存在していることを判断しております。 

 景気低迷による設備投資需要低迷の長期化 

  当社グループの主要商品である電子機器及び工作機械の販売先は、電機、機械、自動車等の製造業であり、昨

年秋以来の世界的な大きな景気の落ち込みにより、設備投資需要が低迷しております。その結果、当社グループ

の経営成績は第２四半期連結累計期間において売上高23億６千４百万円、四半期純損失２億７千５百万円と業績

が悪化いたしました。製造業の在庫調整の進捗、景気刺激策等により景気の底打ち感はあるものの、設備投資の

回復はいまだ先行き不透明な状況であり、この状況が予想以上に長期化した場合、今後の業績に悪影響をもたら

すことがあります。 

 また、これにより経営計画を見直した場合、資産の減損及び繰延税金資産の計上基準の見直し等により、損失

が発生することがあります 。 

  当社グループの対応策としては、電子機器関連では、設備投資が回復基調にある中華圏（台湾、中国）へ電子

部品実装機以外の検査機、搬送機等の利益率の高い電子機器関連商品を拡販することにより利益の確保に努める

とともに、国内においては、新規設備需要に加え、積極的に機械の更新需要を掘り起こしてまいります。コスト

面ではコスト負担の大きい人件費を希望退職者の募集を実施し適正人員にすることで、人件費の削減を行うとと

もに、経費の集中管理を実施し、収益の確保に努めてまいります。  

 従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、「継続企業の前提に関す

る注記」には記載しておりません。  

  

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

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事項等
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,156,363 1,866,373

受取手形及び売掛金 664,174 1,775,664

有価証券 16,128 12,787

商品 949,925 1,346,442

その他 512,575 843,066

貸倒引当金 △1,681 △3,406

流動資産合計 4,297,486 5,840,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 584,117 603,889

土地 1,742,311 1,697,233

その他（純額） 28,531 33,018

有形固定資産合計 2,354,959 2,334,142

無形固定資産   

その他 45,957 59,935

無形固定資産合計 45,957 59,935

投資その他の資産   

投資有価証券 338,401 317,351

投資不動産（純額） 778,330 788,871

差入保証金 725,388 725,157

その他 408,086 246,430

貸倒引当金 △124,712 △116,880

投資その他の資産合計 2,125,493 1,960,929

固定資産合計 4,526,411 4,355,007

資産合計 8,823,897 10,195,935
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 451,366 1,200,648

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 940,314 1,041,736

未払法人税等 7,882 10,252

その他 355,215 881,527

流動負債合計 2,254,778 3,134,164

固定負債   

長期借入金 792,789 998,910

退職給付引当金 163,981 147,116

その他 20,390 20,290

固定負債合計 977,160 1,166,316

負債合計 3,231,938 4,300,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102

資本剰余金 1,997,995 1,997,995

利益剰余金 2,149,830 2,514,325

自己株式 △2,980 △2,958

株主資本合計 5,518,948 5,883,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,011 33,880

繰延ヘッジ損益 15,560 △29,632

為替換算調整勘定 △4,226 △7,924

評価・換算差額等合計 57,345 △3,676

新株予約権 15,664 15,664

純資産合計 5,591,958 5,895,453

負債純資産合計 8,823,897 10,195,935
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,364,160

売上原価 1,900,081

売上総利益 464,078

販売費及び一般管理費 887,015

営業損失（△） △422,936

営業外収益  

受取利息 11,821

受取配当金 4,965

不動産賃貸料 16,902

その他 14,251

営業外収益合計 47,940

営業外費用  

支払利息 20,223

不動産賃貸費用 10,541

その他 8,868

営業外費用合計 39,633

経常損失（△） △414,630

特別利益  

貸倒引当金戻入額 725

特別利益合計 725

特別損失  

前期損益修正損 6,290

特別損失合計 6,290

税金等調整前四半期純損失（△） △420,195

法人税、住民税及び事業税 4,803

法人税等調整額 △149,213

法人税等合計 △144,410

四半期純損失（△） △275,785
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 964,297

売上原価 802,480

売上総利益 161,816

販売費及び一般管理費 423,532

営業損失（△） △261,715

営業外収益  

受取利息 5,876

受取配当金 2,757

不動産賃貸料 8,451

その他 9,836

営業外収益合計 26,920

営業外費用  

支払利息 10,154

不動産賃貸費用 5,270

その他 4,265

営業外費用合計 19,690

経常損失（△） △254,485

特別利益  

貸倒引当金戻入額 725

特別利益合計 725

税金等調整前四半期純損失（△） △253,759

法人税、住民税及び事業税 △259

法人税等調整額 △90,937

法人税等合計 △91,197

四半期純損失（△） △162,562
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △420,195

減価償却費 39,682

受取利息及び受取配当金 △16,786

支払利息 20,223

売上債権の増減額（△は増加） 1,100,178

たな卸資産の増減額（△は増加） 397,390

仕入債務の増減額（△は減少） △749,827

その他 55,089

小計 425,755

利息及び配当金の受取額 16,874

利息の支払額 △21,186

法人税等の支払額 △13,810

法人税等の還付額 122,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,241

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 △46,733

投資有価証券の取得による支出 △597

その他 △132

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,464

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 500,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △607,543

社債の償還による支出 △300,000

配当金の支払額 △88,740

その他 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,174,796
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機

械及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。 

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国 

（2）その他の地域…………………米国他 

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。  

  

  

 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）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〕

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  277,176  145  277,322

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,364,160

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 11.7  0.0  11.7

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       6,821,832  100.0

Ⅱ 売上原価       5,679,062  83.2

売上総利益       1,142,769  16.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,109,346  16.3

営業利益       33,423  0.5

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  12,020           

２．受取配当金  5,931           

３．仕入割引  36,904           

４．その他  4,087  58,945  0.9

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  16,737           

２．為替差損  9,590           

３．社債保証料  1,368           

４．その他  10,877  38,574  0.6

経常利益       53,793  0.8

Ⅵ 特別利益                

１．貸倒引当金戻入益  9,247  9,247  0.1

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  61  61  0.0

税金等調整前中間純利益       62,979  0.9

法人税、住民税及び事業
税  4,976           

法人税等調整額 △8  4,967  0.1

中間純利益       58,012  0.8
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  62,979

減価償却費  31,095

受取利息及び受取配当金 △17,952

支払利息  18,393

貸倒引当金戻入額 △8,900

売上債権の減少額  397,516

たな卸資産の増加額 △826,525

仕入債務の増加額  443,682

未収消費税等の減少額  5,856

前渡金の増加額  △147,563

前受金の増加額  275,359

その他 △28,927

小計  205,016

利息及び配当金の受取額  7,066

利息の支払額 △21,628

法人税等の支払額 △166,444

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  24,009

Ⅱ 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 

△11,659

無形固定資産の取得によ
る支出 

△344

長期貸付金の貸付けによ
る支出 

△30,000

投資有価証券の取得によ
る支出 

△598

その他 △7,703

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△50,306
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 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  1,160,000

短期借入金の返済による
支出 

△860,000

長期借入れによる収入  850,000

長期借入金の返済による
支出 

△567,578

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △88,071

その他 △53

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  464,296

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△299

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  437,700

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,760,099

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,197,800
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