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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,413 24.0 322 ― 342 398.7 221 428.7
22年3月期第2四半期 2,752 △39.2 25 △96.7 68 △92.2 41 △92.3

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2四半期 41.22 ―
22年3月期第2四半期 7.77 ―

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2四半期 21,592 19,834 91.9 3,686.62
22年3月期 21,514 19,840 92.2 3,685.65

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,834百万円 22年3月期  19,840百万円

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 ― 25.00 25.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 25.00 25.00

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 6,800 9.7 560 66.8 650 47.8 440 30.0 81.78



(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手続の対象外でありますが、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います。 

※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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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2Q 5,573,817株 22年3月期  5,573,817株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  193,795株 22年3月期  190,756株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,381,837株 22年3月期2Q 5,400,722株
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当第２四半期連結累計期間の経済情勢は、アジアなどの新興国では輸出産業が好調に推移し高成長を維

持しておりますが、先進国では内需の伸び悩み、依然として高い失業率等により、先行き不透明な状況が

続いております。 

 また、わが国経済は急激な円高と株安の進行により、輸出競争力の低下と企業業績の悪化が懸念される

局面となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの連結業績は、住宅関連産業においては国内、米国とも住宅着工

戸数が低水準で推移いたしましたが、自動車関連産業においてはアジアなどの新興国や北米市場向け販売

の増加に伴って緩やかに回復いたしました。 

 この結果、連結売上高は3,413百万円（前年同期比24.0％増）となりました。利益面につきましては、

営業利益322百万円（前年同期比1,164.1％増）、経常利益342百万円（前年同期比398.7％増）、四半期純

利益221百万円（前年同期比428.7％増）となりました。 

  

世界経済は緩やかな回復基調を見せているものの、当社グループを取り巻く経済環境は各国財政問題・

為替の動向等が不透明なため、平成22年５月13日に公表いたしました平成23年３月期通期の連結業績予想

及び個別業績予想の修正を行っておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結業績予想に関する定性的情報
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前連結会計年度末に当社の非連結子会社であったTENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. は、重要性が増

したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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動がな

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２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除き、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。 

  

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. 法人税等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。 

 前連結会計年度末以降、経営環境等・一時差異等の発生状況に、繰延税金資産の回収可能性の判断

に影響を及ぼす程度の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

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

1. 会計処理基準に関する事項の変更 

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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

2. 表示方法の変更 

「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２四

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」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,489,528 3,623,637

受取手形及び売掛金 1,580,032 1,669,001

有価証券 1,999,620 1,700,450

商品及び製品 1,021,814 1,153,012

仕掛品 309,965 306,987

原材料及び貯蔵品 475,151 501,148

繰延税金資産 150,824 138,263

その他 119,935 204,206

貸倒引当金 △1,437 △3,425

流動資産合計 9,145,434 9,293,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,463,350 1,519,546

機械装置及び運搬具（純額） 1,898,390 1,991,655

土地 2,203,258 2,204,349

その他（純額） 369,379 333,322

有形固定資産合計 5,934,378 6,048,873

無形固定資産 10,704 13,590

投資その他の資産

投資有価証券 5,607,110 5,268,305

出資金 95,330 80,138

長期前払費用 297,837 308,911

その他 533,082 528,306

貸倒引当金 △31,667 △27,033

投資その他の資産合計 6,501,693 6,158,627

固定資産合計 12,446,777 12,221,091

資産合計 21,592,211 21,514,373
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 277,903 226,526

未払法人税等 101,189 32,498

賞与引当金 142,602 119,946

その他 308,735 361,342

流動負債合計 830,430 740,313

固定負債

繰延税金負債 666,429 689,541

退職給付引当金 177,638 160,251

その他 83,603 84,203

固定負債合計 927,671 933,995

負債合計 1,758,101 1,674,309

純資産の部

株主資本

資本金 581,335 581,335

資本剰余金 552,747 552,747

利益剰余金 19,237,150 19,101,501

自己株式 △512,964 △507,176

株主資本合計 19,858,267 19,728,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 285,385 312,467

為替換算調整勘定 △309,543 △200,810

評価・換算差額等合計 △24,157 111,656

純資産合計 19,834,109 19,840,064

負債純資産合計 21,592,211 21,514,373
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,752,127 3,413,843

売上原価 1,935,822 2,285,565

売上総利益 816,304 1,128,277

販売費及び一般管理費 790,756 805,313

営業利益 25,548 322,964

営業外収益

受取利息 32,062 26,683

受取配当金 39,564 34,189

助成金収入 35,645 5,904

その他 10,932 4,373

営業外収益合計 118,205 71,149

営業外費用

為替差損 28,159 42,242

休業費用 46,370 7,332

その他 486 1,728

営業外費用合計 75,016 51,303

経常利益 68,736 342,810

特別利益

固定資産売却益 1,287 603

償却債権取立益 － 188

会員権償還益 500 －

特別利益合計 1,787 791

特別損失

固定資産売却損 － 173

固定資産除却損 1,115 317

投資有価証券評価損 － 2,570

貸倒引当金繰入額 4,269 725

特別損失合計 5,385 3,786

税金等調整前四半期純利益 65,138 339,815

法人税、住民税及び事業税 30,621 135,644

法人税等調整額 △7,438 △17,657

法人税等合計 23,182 117,987

少数株主損益調整前四半期純利益 － 221,828

四半期純利益 41,955 221,828
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

当社及び子会社は、事業の種類を大別すると、「鋸・刃物類」「鋸・刃物関連の機械器具」「不動産

賃貸」に分類されますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「鋸・刃物類」の

割合が、いずれも90％を超えてい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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) 国または地域の区分の方法は、当社及び連結子会社の所在国によっております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

 (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国または地域 

  ① 東南アジア……中国・韓国・タイ 

  ② 北アメリカ……アメリカ 

  ③ ヨーロッパ……ドイツ・フランス 

  ④ その他……オーストラリア・ニュージーランド 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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)

中国
(千円)

アメリカ
(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

2,278,340 145,241 328,545 2,752,127 ― 2,752,127

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

234,876 495,008 376 730,262 (730,262) ―

計 2,513,217 640,249 328,922 3,482,389 (730,262) 2,752,127

営業費用 2,556,514 586,137 326,724 3,469,375 (742,796) 2,726,578

営業利益又は営業損失(△) △43,296 54,112 2,197 13,013 12,534 25,548

【海外売上高】

東南アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 307,876 328,545 75,320 56,188 767,930

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,752,127

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.2 11.9 2.7 2.1 27.9
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(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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは、主に鋸・刃物類を製造・販売しており、国内においては当社が、海外においてはアジ

ア、アメリカ等の各地域の現地法人が担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、

取り扱う製品については各地域において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」「アジア」「アメリカ」の３つを報告セグメントとしております。 

  

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

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。 

  

３  報告セグメントの変更等に関する事項 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

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22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(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日本 アジア アメリカ 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,721,755 287,925 404,163 3,413,843 ― 3,413,843

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

459,208 624,184 552 1,083,945 △1,083,945 ―

計 3,180,964 912,109 404,716 4,497,789 △1,083,945 3,413,843

セグメント利益 172,027 108,125 22,950 303,103 19,861 322,964

(5) 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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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

（単位：千円） 

 
  

（単位：千円） 

 
  

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成22年３月31日）

資産の部

 流動資産 7,724,872 7,938,646

 固定資産

  有形固定資産 4,563,065 4,693,751

  無形固定資産 10,565 13,327

  投資その他の資産 8,127,333 7,723,888

  固定資産合計 12,700,963 12,430,967

 資産合計 20,425,836 20,369,614

負債の部

 流動負債 830,679 746,464

 固定負債 969,253 977,199

 負債合計 1,799,933 1,723,663

純資産の部

 株主資本 18,340,517 18,333,482

 評価・換算差額等 285,385 312,467

 純資産合計 18,625,903 18,645,950

負債純資産合計 20,425,836 20,369,614

(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第２四半期累計期間】(参考) (個別)

 前第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日

  至 平成21年９月30日）

 当第２四半期累計期間  
（自 平成22年４月１日   
  至 平成22年９月30日）

売上高 2,513,217 3,180,964

売上原価 1,910,850 2,356,619

売上総利益 602,367 824,344

販売費及び一般管理費 645,663 652,317

営業利益又は営業損失 △43,296 172,027

営業外収益 109,759 120,403

営業外費用 72,103 62,717

経常利益又は経常損失 △5,640 229,713

特別利益 1,787 4

特別損失 5,346 3,711

税引前四半期純利益
又は税引前四半期純損失

△9,198 226,006

法人税、住民税及び事業税 14,899 103,933

法人税等調整額 △11,964 △25,326

法人税等 2,935 78,607

四半期純利益又は四半期純損失 △12,134 147,399
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