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1.  平成26年5月期第1四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年8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 ％

26年5月期第1四半期 791 △3.9 16 △61.0 22 △67.9 0 ―
25年5月期第1四半期 823 7.1 43 136.5 68 133.7 △8 ―

（注）包括利益 26年5月期第1四半期 △14百万円 （―％） 25年5月期第1四半期 45百万円 （―％）

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

26年5月期第1四半期 0.06 ―
25年5月期第1四半期 △0.85 ―

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

26年5月期第1四半期 5,639 2,791 49.5 270.80
25年5月期 5,714 2,889 50.6 280.24
（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  2,791百万円 25年5月期  2,889百万円

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

25年5月期 ― 3.00 ― 8.00 11.00
26年5月期 ―
26年5月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5月31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  ：  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

第2四半期(累計) 2,200 9.2 230 3.0 230 △2.1 140 3.5 13.58
通期 4,500 6.9 510 6.1 510 △3.2 315 △66.4 30.55



(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、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 
(１)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、添付資
料P２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(２)平成26年５月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は期中平均株式数の変動により修正しております。 

※  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   ：  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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年5月期1Q 11,713,000 株 25年5月期 11,713,000 株
② 期末自己株式数 26年5月期1Q 1,403,512 株 25年5月期 1,403,308 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 10,309,590 株 25年5月期1Q 10,214,128 株
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第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和による期待感か
ら、株価の上昇や円安による輸出環境の持ち直しを背景に、企業収益の改善や個人消費に動きが出るな
ど景気回復の兆しが見え始めております。 
しかしながら、世界経済の減速による景気の下振れ懸念も根強いなど、国内景気の先行きには慎重な

見方も続いております。 
このような経済状況のもと、当社グループは創業７５周年を迎え、周年記念セールによる販売促進を

はじめ、生産・出荷体制の刷新と新製品開発力の強化を目的とした新工場の本格操業を活かし、「スピ
ード感と一体感のある製品開発体制」を構築し、より多くのお客様に「ボルト締結」に 適な手段を提
供してまいりました。 

しかしながら、緩やかながらも回復傾向にある個人消費も未だに力強さがなく、当第１四半期連結累
計期間における売上高は作業工具類が４億６千７百万円、機器類３億２千３百万円の計７億９千１百万
円（前年同期比3.9％減）となりました。 
損益面につきましては、原価低減活動に努めましたものの厳しい状況であり、営業利益は１千６百万

円（前年同期比61.0％減）、経常利益は２千２百万円（前年同期比67.9％減）となりました。 
その結果、法人税および法人税等調整額２千１百万円の計上により、四半期純利益は579千円となり

ました。 
  

各セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
国内におきましては、作業工具類の売上に関しては、回復への兆しが見え始めておりますものの動き

は弱く、機器類の売上に関しては、緩やかながらも建設関連において回復が見え始める中、売上の確保
に懸命な努力を傾注いたしました結果、売上高合計は６億２千８百万円（全年同期比3.2％減）となり
ました。その内訳は、西日本全体が３億２千２百万円（前年同期比8.4％増）、東日本全体が３億５百
万円（前年同期比12.9％減）であり、東日本全体においては前年同期を下回りました。 
海外におきましては、欧州市場における機器類の売上が好調に推移するものの、中国市場の減速と北

米、東南アジア市場における売上が一部伸び悩んだことにより、輸出合計は１億６千３百万円（前年同
期比6.7％減）となり、前年同期をやや下回りました。 

  

資産合計は56億３千９百万円となり前連結会計年度末に比べ７千４百万円減少しました。この主な
要因は、たな卸資産の増加３億２千万円等がありましたが、現金及び預金の減少２億９千２百万円、
受取手形及び売掛金の減少２億１千８百万円等によるものであります。 

  

負債合計は28億４千８百万円となり前連結会計年度末に比べ２千２百万円増加しました。この主な
要因は、未払法人税等の減少３億４千５百万円等がありましたが、短期借入金の増加１億９千８百万
円、未払金の増加１億７千７百万円、支払手形及び買掛金の増加７千７百万円等によるものでありま
す。 

  

純資産合計は27億９千１百万円となり前連結会計年度末に比べ９千７百万円減少しました。この主
な要因は、配当金の支払い８千２百万円、その他有価証券評価差額金の減少１千５百万円等によるも
のであります。 

  

業績予想につきましては、平成25年７月11日発表の「平成25年５月決算短信」で公表いたしました第

２四半期連結累計及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、平成25年６月５日付で

子会社ＴＯＮＥ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ．,ＬＴＤ．を設立して連結子会社にしております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 776,313 483,579

受取手形及び売掛金 1,134,698 915,899

商品及び製品 804,794 935,418

仕掛品 307,581 356,959

原材料及び貯蔵品 485,580 626,306

繰延税金資産 55,899 33,567

その他 11,058 59,471

貸倒引当金 △3,400 △3,110

流動資産合計 3,572,525 3,408,092

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 525,810 517,420

機械装置及び運搬具（純額） 59,976 64,781

工具、器具及び備品（純額） 18,806 20,687

土地 740,263 740,263

リース資産（純額） 62,230 58,496

建設仮勘定 1,367 3,833

有形固定資産合計 1,408,456 1,405,483

無形固定資産

リース資産 33,685 30,422

その他 49,557 46,456

無形固定資産合計 83,243 76,879

投資その他の資産

投資有価証券 500,993 478,282

その他 159,916 281,433

貸倒引当金 △10,363 △10,363

投資その他の資産合計 650,546 749,353

固定資産合計 2,142,246 2,231,715

資産合計 5,714,772 5,639,807
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 749,989 827,589

短期借入金 458,550 657,258

リース債務 28,319 26,264

未払法人税等 346,118 592

賞与引当金 67,255 29,235

未払金 78,454 255,856

未払費用 36,679 28,390

設備関係支払手形 6,079 6,033

その他 25,181 21,163

流動負債合計 1,796,627 1,852,384

固定負債

長期借入金 546,218 530,660

長期未払金 82,106 79,319

リース債務 72,079 66,787

繰延税金負債 111,000 102,083

退職給付引当金 211,486 210,714

資産除去債務 3,779 3,780

その他 2,300 2,300

固定負債合計 1,028,971 995,644

負債合計 2,825,599 2,848,029

純資産の部

株主資本

資本金 605,000 605,000

資本剰余金 163,380 163,380

利益剰余金 2,365,688 2,283,791

自己株式 △369,525 △369,579

株主資本合計 2,764,544 2,682,592

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124,628 109,202

為替換算調整勘定 － △15

その他の包括利益累計額合計 124,628 109,186

純資産合計 2,889,173 2,791,778

負債純資産合計 5,714,772 5,639,807
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
 至 平成25年８月31日)

売上高 823,656 791,491

売上原価 507,888 510,360

売上総利益 315,767 281,131

販売費及び一般管理費 272,535 264,265

営業利益 43,231 16,865

営業外収益

受取利息 193 27

受取配当金 11,375 9,242

投資有価証券売却益 12,822 －

受取賃貸料 1,350 －

その他 4,054 1,716

営業外収益合計 29,795 10,986

営業外費用

支払利息 3,453 2,313

不動産賃貸原価 780 －

為替差損 － 3,195

その他 0 250

営業外費用合計 4,234 5,759

経常利益 68,793 22,092

特別損失

投資有価証券評価損 76,603 －

特別損失合計 76,603 －

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（△）

△7,810 22,092

法人税、住民税及び事業税 853 813

法人税等調整額 － 20,699

法人税等合計 853 21,513

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△8,663 579

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,663 579
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
 至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△8,663 579

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,582 △15,426

為替換算調整勘定 － △15

その他の包括利益合計 54,582 △15,442

四半期包括利益 45,919 △14,862

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 45,919 △14,862
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

  

① 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と一致しております。 

  

② 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成25年８月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

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一致しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）

（セグメント情報等）

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

報告セグメント
その他
(注)1

合計
四半期連結損
益計算書計上

額(注)2西日本 東日本 海外 計

売上高 ―

 外部顧客への売上高 292,267 356,546 174,842 823,656 ― 823,656 823,656

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

5,143 △5,143 ― ― ― ― ―

計 297,410 351,403 174,842 823,656 ― 823,656 823,656

セグメント利益 8,514 11,662 23,055 43,231 ― 43,231 43,231

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

報告セグメント
その他
(注)1

合計
四半期連結損
益計算書計上

額(注)2西日本 東日本 海外 計

売上高 ―

 外部顧客への売上高 317,526 310,755 163,210 791,491 ― 791,491 791,491

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

4,820 △4,820 ― ― ― ― ―

計 322,346 305,935 163,210 791,491 ― 791,491 791,491

セグメント利益又は損失(△) 7,603 △3,634 12,896 16,865 ― 16,865 16,865
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