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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第59期
第２四半期
累計期間

第60期
第２四半期
累計期間

第59期
第２四半期
会計期間

第60期
第２四半期
会計期間

第59期

会計期間

自  平成21年
      ４月１日
至  平成21年
      ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (百万円) 25,759 38,547 13,708 19,849 58,639

経常利益 (百万円) 361 1,695 338 954 1,430

四半期(当期)純利益 (百万円) 38 939 23 540 556

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (百万円) ― ― 5,368 5,368 5,368

発行済株式総数 (株) ― ― 15,943,00015,943,00015,943,000

純資産額 (百万円) ― ― 49,580 50,641 50,498

総資産額 (百万円) ― ― 57,942 61,901 61,223

１株当たり純資産額 (円) ― ― 3,150.453,217.923,208.85

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2.43 59.70 1.47 34.37 35.37

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ 25.00

自己資本比率 (％) ― ― 85.6 81.8 82.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,014 △1,322 ― ― 3,272

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △466 △529 ― ― △371

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △674 △436 ― ― △716

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 24,025 21,050 23,339

従業員数 (人) ― ― 777 745 752

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

ついては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 745

(注) １　従業員数は、当社から社外への出向者を除いてあります。

２　臨時従業員数(嘱託及びパートタイマーを含み派遣社員を除く。)は、従業員数の100分の10未満のため記載して

おりません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第２四半期会計期間における商品区分別の販売実績は、次のとおりであります。

　

商品区分 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

動力伝導機器 8,947 143.1

産業機器 4,002 131.6

制御機器 6,898 156.4

合計 19,849 144.8

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対する輸出高の割合は、100分の10未満であります。

３　総販売実績に対し、100分の10以上に該当する主要な販売先はありません。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期会計期間における商品区分別の仕入実績は、次のとおりであります。

　

商品区分 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

動力伝導機器 7,570 146.3

産業機器 3,439 131.4

制御機器 6,148 158.4

合計 17,158 147.0

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、中国を中心とする新興諸国が世界経済を牽引し輸出が

増加、生産活動や企業収益が改善するなど、景況感に回復の兆しが現れてきました。しかしながら、厳しい

雇用環境やデフレ状況が続いているほか、急激な円高の進行や株安など、景気下押しのリスクも強まって

おり、依然として先行きは不透明な状況にあります。

当社を取り巻く機械器具関連業界においては、好調なアジア経済の需要にも支えられて素材関連、半導

体関連が伸びたほか、工作機械の受注にも回復傾向が見受けられ、国内企業収益の改善もあって、設備投

資意欲にも一部持ち直しの動きが出てきました。

このような状況下で、平成22年７月27日付のプレスリリースでお知らせいたしましたとおり、海外拠点

として、「日伝（タイ）株式会社」をタイのバンコクに設立したほか、当社の100％子会社であります

「日伝国際貿易（上海）有限公司」が２番目の拠点として天津事務所を開設し、ともに８月より営業を

開始いたしました。

また、『２０１０（TWO-TEN）　社員一人ひとりが創業者　－未来を拓く－』を今期の基本方針として、

社員自ら考えて自立的に行動し、幅広い業界に対応できる商品を取扱い、物流機能を有する当社の強みが

発揮できるように、ユーザーの視点に立って、提供価値と利便性を追求し、環境の変化に対応すべく営業

展開を図ってまいりました。

この結果、当第２四半期会計期間におきましては、売上高198億４千９百万円（前年同期比44.8％増）、

営業利益９億２千６百万円（前年同期比190.7％増）、経常利益９億５千４百万円（前年同期比181.7％

増）となり、四半期純利益につきましては、５億４千万円（前年同期は２千３百万円）と増収増益となり

ました。

商品別の売上高は次のとおりであります。

動力伝導機器分野では、直動機器をはじめとする軸受が増加したほか、ベルト伝導用品やその他伝導関

連用品も顕著に増加いたしました。その結果、売上高89億４千７百万円（前年同期比43.1％増）となりま

した。

産業機器分野では、コンベヤや運搬機器のほか、環境機器やファンも増加いたしました。その結果、売上

高40億２百万円（前年同期比31.6％増）となりました。

制御機器分野では、半導体業界が堅調なことや製造現場での省エネ化需要も影響して、空圧機器やホー

ス・チューブ・継手などの油圧、空圧機器のほか、ロボット、ナットランナなどの電気・電子においても

大幅に増加いたしました。その結果、売上高68億９千８百万円（前年同期比56.4％増）となり、商品別の

３分野中で最も大きな増加率となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ６億７千７百万円増加し、619億１百万円とな

りました。流動資産は、前事業年度末に比べ８億９千万円増加し、437億９千３百万円となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が24億６千１百万円増加、現金及び預金が22億８千５百万円減少したこと等によ

るものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ２億１千２百万円減少し、181億７百万円となりました。これは、有形

固定資産が１億７千７百万円減少したこと等によるものであります。

当第２四半期末における負債合計は、前事業年度末に比べ５億３千５百万円増加し、112億６千万円と

なりました。流動負債は、前事業年度末に比べ６億３千６百万円増加し、86億２千２百万円となりました。
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これは、支払手形及び買掛金が２億４千７百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ１億１百万円減少し、26億３千７百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金が５億４千６百万円増加したこと等により前事業年度末に比べ１億４千２

百万円増加し、506億４千１百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期会計

期間末に比べ２千２百万円減少し210億５千万円となりました。

　
当第２四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、０百万円（前年同四半期において得られた資金11億３千１百万円）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益が９億４千５百万円、売上債権の増加が７億８千３百万

円あったこと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)

投資活動の結果得られた資金は、１千８百万円（前年同四半期において使用した資金７百万円）とな

りました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入が１億円あったこと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)

財務活動の結果使用した資金は、４千１百万円（前年同四半期において使用した資金７千２百万円）

となりました。これは、リース債務の返済による支出が２千１百万円あったこと等によるものでありま

す。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は以下のとおりであり

ます。

　

事業所名
(所在地)

設備の内容

投資予定額(百万円)

資金調達方法 着手年月 完了予定年月
完成後の
増加能力

総額 既支払額

仙台営業所
(仙台市宮城野区)

営業所社屋 51 2 自己資金 平成22年10月 平成23年２月 業務の合理化

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,000,000

計 63,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,943,000 15,943,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 15,943,000 15,943,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年７月１日～
平成22年９月30日

─ 15,943,000 ─ 5,368 ─ 6,283
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(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

西　木　利　彦 奈良県奈良市 1,407 8.82

日伝共栄会 大阪市中央区上本町西一丁目２番16号 1,400 8.78

西　木　　　進 奈良県奈良市 743 4.66

日伝仕入先持株会 大阪市中央区上本町西一丁目２番16号 638 4.00

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 600 3.76

株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５－１ 541 3.39

有限会社ニシキ興産 奈良県奈良市鳥見町１－３－２ 523 3.28

日伝従業員持株会 大阪市中央区上本町西一丁目２番16号 470 2.95

西　木　利　博 兵庫県西宮市 371 2.33

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 335 2.10

計 ― 7,032 44.10

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 205,600

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,735,400
157,354 ―

単元未満株式
普通株式

2,000
― ―

発行済株式総数 15,943,000― ―

総株主の議決権 ― 157,354 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社日伝

大阪市中央区上本町西
一丁目２番16号

205,600 ─ 205,600 1.29

計 ― 205,600 ─ 205,600 1.29
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 2,7502,5922,6792,6262,6122,591

最低(円) 2,4802,2902,3422,4502,4252,427

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有

限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであり、会社間項目消

去後の数値により算出しております。

資産基準 0.4％

売上高基準 0.4％

利益基準 0.5％

利益剰余金基準 0.4％
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

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

現金及び預金 21,301 23,586

受取手形及び売掛金 ※２
 18,091

※２
 15,630

商品 3,977 3,179

その他 439 518

貸倒引当金 △16 △12

流動資産合計 43,793 42,903

固定資産

有形固定資産 ※１
 9,665

※１
 9,842

無形固定資産 364 433

投資その他の資産

その他 8,098 8,080

貸倒引当金 △20 △35

投資その他の資産合計 8,077 8,044

固定資産合計 18,107 18,320

資産合計 61,901 61,223

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,954 6,707

賞与引当金 427 326

その他 1,240 952

流動負債合計 8,622 7,986

固定負債

退職給付引当金 250 206

その他 2,386 2,532

固定負債合計 2,637 2,738

負債合計 11,260 10,724

純資産の部

株主資本

資本金 5,368 5,368

資本剰余金 7,283 7,283

利益剰余金 38,094 37,548

自己株式 △560 △560

株主資本合計 50,185 49,639

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 456 859

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 456 859

純資産合計 50,641 50,498

負債純資産合計 61,901 61,223
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

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 25,759 38,547

売上原価 22,008 33,053

売上総利益 3,751 5,493

販売費及び一般管理費 ※
 3,470

※
 3,882

営業利益 281 1,610

営業外収益

受取利息 44 －

仕入割引 98 159

その他 61 84

営業外収益合計 205 244

営業外費用

支払利息 42 41

売上割引 75 112

その他 6 6

営業外費用合計 124 160

経常利益 361 1,695

特別利益

投資有価証券売却益 20 －

その他 1 －

特別利益合計 21 －

特別損失

固定資産処分損 － 42

投資有価証券評価損 272 －

その他 － 1

特別損失合計 272 44

税引前四半期純利益 111 1,650

法人税、住民税及び事業税 107 783

法人税等調整額 △34 △71

法人税等合計 72 711

四半期純利益 38 939
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 13,708 19,849

売上原価 11,677 16,989

売上総利益 2,031 2,859

販売費及び一般管理費 ※
 1,712

※
 1,933

営業利益 318 926

営業外収益

受取利息 22 －

仕入割引 53 84

その他 12 27

営業外収益合計 88 111

営業外費用

支払利息 21 20

売上割引 39 58

その他 6 4

営業外費用合計 68 83

経常利益 338 954

特別利益

固定資産売却益 1 －

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産処分損 － 8

投資有価証券評価損 272 －

特別損失合計 272 8

税引前四半期純利益 68 945

法人税、住民税及び事業税 95 546

法人税等調整額 △49 △141

法人税等合計 45 404

四半期純利益 23 540
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 111 1,650

減価償却費 314 277

売上債権の増減額（△は増加） 2,773 △2,394

たな卸資産の増減額（△は増加） 288 △797

仕入債務の増減額（△は減少） 527 278

その他 49 181

小計 4,063 △803

利息及び配当金の受取額 84 67

利息の支払額 △42 △41

法人税等の支払額 △90 △544

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,014 △1,322

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 △521 △511

有形固定資産の取得による支出 △2 △72

投資有価証券の取得による支出 △22 △31

投資有価証券の売却及び償還による収入 50 100

その他 28 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △466 △529

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 △3 －

配当金の支払額 △629 △393

その他 △40 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △674 △436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,872 △2,288

現金及び現金同等物の期首残高 21,152 23,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 24,025

※
 21,050
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【継続企業の前提に関する事項】

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)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
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)

会計処理基準に関す

る事項の変更

(資産除去債務に関する会計基準の適用)

　第１四半期会計期間より、「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　

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)

(四半期損益計算書関係)

　前第２四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「受取利息」は、営業外収益総額の100

分の20以下となったため、当第２四半期累計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

　

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

(四半期損益計算書関係)

　前第２四半期会計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「受取利息」は、営業外収益総額の100

分の20以下となったため、当第２四半期会計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
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【簡便な会計処理】

　

　
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)

１．一般債権の貸倒

見積高の算定方法

　当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等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２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

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。 

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３．経過勘定項目の

算定方法

　合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

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)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
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
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,015百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,958百万円

※２　受取手形裏書譲渡高 5,454百万円※２　受取手形裏書譲渡高 4,870百万円

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　

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)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

荷造運搬費 118百万円

従業員給与 1,347百万円

賞与引当金繰入額 217百万円

退職給付費用 164百万円

福利厚生費 295百万円

減価償却費 314百万円

賃借料 249百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円
 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

荷造運搬費 148百万円

従業員給与 1,518百万円

賞与引当金繰入額 427百万円

退職給付費用 199百万円

福利厚生費 248百万円

減価償却費 277百万円

賃借料 243百万円

貸倒引当金繰入額 20百万円
 

　

第２四半期会計期間

　

 前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

 当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

荷造運搬費 61百万円

従業員給与 704百万円

賞与引当金繰入額 110百万円

退職給付費用 82百万円

福利厚生費 149百万円

減価償却費 157百万円

賃借料 121百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円
 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

荷造運搬費 76百万円

従業員給与 758百万円

賞与引当金繰入額 232百万円

退職給付費用 96百万円

福利厚生費 131百万円

減価償却費 138百万円

賃借料 120百万円

貸倒引当金繰入額 16百万円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

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)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 24,765百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △740　〃

現金及び現金同等物 24,025百万円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 21,301百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △251　〃

現金及び現金同等物 21,050百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)及び当第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)

１　発行済株式の種類及び総数

　

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 15,943,000

　

２　自己株式の種類及び株式数

　

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 205,670

　

３　新株予約権等の四半期会計期間末残高

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 393 25.00平成22年３月31日 平成22年６月21日

　

(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(金融商品関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

第２四半期累計期間

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)

該当事項はありません。

　

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)

該当事項はありません。

　

第２四半期会計期間

前第２四半期会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売の単一事業

であります。従いまして、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。

　

(追加情報)

第１四半期会計期間より「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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
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
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 3,217.92円
　

１株当たり純資産額 3,208.85円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
　

項目
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
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 50,641 50,498

普通株式に係る純資産額(百万円) 50,641 50,498

差額の主な内訳(百万円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 15,943 15,943

普通株式の自己株式数(千株) 205 205

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

15,737 15,737

　

２　１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　

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)

１株当たり四半期純利益 2.43円
　

１株当たり四半期純利益 59.70円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 　

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
　

項目
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)

四半期純利益(百万円) 38 939

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 38 939

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,738 15,737
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第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1.47円
　

１株当たり四半期純利益 34.37円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 　

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
　

項目
前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 23 540

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 23 540

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,738 15,737

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
　

平成21年11月12日

株式会社　日　伝

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　西　　幹　　男　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　堀　　　　　裕　　三　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日伝の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第59期事業年度の第２四半期会計期間(平成21年

７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日伝の平成21年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期会計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
　

平成22年11月10日

株式会社　日　伝

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　川　　佳　　男　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　堀　　　　　裕　　三　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日伝の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第60期事業年度の第２四半期会計期間(平成22年

７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日伝の平成22年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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