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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50期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第49期

会計期間
自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日

自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日

売上高 (百万円) 10,653 44,518

経常利益 (百万円) 863 2,797

四半期(当期)純利益 (百万円) 586 1,143

純資産額 (百万円) 60,420 60,251

総資産額 (百万円) 75,180 75,670

１株当たり純資産額 (円) 1,489.52 1,485.04

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 14.47 26.78

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 80.4 79.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,204 3,531

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,756 △413

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △713 △2,540

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 15,746 13,500

従業員数 (人) 453 444

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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）純利益金額については、潜在株式が存在し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１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社に異動もありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年５月31日現在

従業員数(人) 　　453(122)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　　)内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間

換算)を外書で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年５月31日現在

従業員数(人) 　392(120)

(注) １　従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時従業員数は

(　　)内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)を外書で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

　建機事業 221

合計 221

(注) １　上記金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社グループにおける生産方式は、受注生産によらず需要状況を勘案して、見込生産を行っていますの

で、受注高、受注残高は省略しております。
　

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

　建機事業 6,876

　商事事業 3,045

　不動産事業 732

合計 10,653

(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

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グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日～平成21年５月31日）における経済環境は、昨年からの

世界的な景気後退の影響を受け、企業収益も大幅に悪化した期でありました。政府も数次にわたる補正予算

を編成する等、いわゆる内需拡大策を打ち出しておりますが、依然雇用状況の改善や設備投資の浮揚までに

は至っておりません。特に建設・土木関係の業界におきましては中堅中小の業者や住宅メーカーの倒産も

相次いでおり、極めて厳しい経営環境が続いております。これまで堅調でありました都市圏での建機レンタ

ル事業も、需要減退に伴う競争激化や需給のアンバランス等に伴い、急速に収益率が低下してまいりまし

た。

　このような環境下、当第１四半期連結会計期間は主力である建機事業の売上高減少を余儀なくされたた

め、他の商事事業や不動産事業におきまして、新たなビジネスチャンスの捕捉や安定的な収入の確保に努め

てまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は106億53百万円となりました。利益面につきましては、

営業利益は７億62百万円、経常利益は８億63百万円、四半期純利益は５億86百万円となりました。

　

　

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。

①　建機事業

建機事業は、公共投資が引続き低調に推移する中、民間設備投資の大幅な落ち込みを受け、同業他社

間での受注競争の激化が見られるなど、依然厳しい状況となりました。

　その結果、建機事業全体の売上高は、68億76百万円、営業利益は４億36百万円となりました。

　

②　商事事業

商事事業は、企業の設備投資意欲の低下や需要の減退は避けられず、引続き厳しい状況下となりまし

た。売上原価、販売費及び一般管理費などあらゆるコスト削減につとめましたが、低調な水準にとどま

りました。

　その結果、商事事業全体の売上高は、30億45百万円、営業利益は69百万円となりました。

　

③　不動産事業

不動産事業は、販売部門では、景気の低迷により顧客の買い控えが続きました。賃貸部門では、将来に

わたる収益力の増強の観点から、優良な新規物件の選択を進めており、賃貸収入も順調でオフィスビル

の稼働状況も比較的高い水準を維持しました。

　その結果、不動産事業全体の売上高は、７億32百万円、営業利益は２億55百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は751億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億89百万円減

少しました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。

　一方、負債合計は147億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億58百万円減少しました。これは主に、

支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。

　また、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより604億20百万円と前連結会計年度末に比べ１

億69百万円増加しました。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末から0.8ポイント上昇し80.4%となり、１株当たり純資産額

は1,489円52銭となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会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12

億４百万円増加し、投資活動により17億56百万円増加しました。財務活動により７億13百万円支出したこと

により、前連結会計年度末と比べ22億46百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は、157億46百万円

となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであり

ます。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、12億４百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億

34百万円、売上債権の減少額10億36百万円、仕入債務の減少額10億20百万円など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）

投資活動による資金の増加は、17億56百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還に

よる収入17億87百万円など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）

財務活動による資金の減少は、７億13百万円となりました。主な要因は、配当金の支払４億97百万円など

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１四半期連結会計期間において、当連結会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

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった、建機事業の貸与資産購入に

ついては、当第１四半期連結会計期間末までに２億86百万円が完了しております。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりで

あります。

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額(百万円)
資金調達
方法

購入予定
年月

総額 既支払額

提出会社
不動産事業本部
(大阪市西区)

不動産事業
賃貸用
不動産

2,700 ― 自己資金
平成21年
　６月

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。

     ２ 設備の内容は次のとおりです。

　   賃貸用不動産：土地付賃貸用建物
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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 149,959,000

計 149,959,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年5月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年7月14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 47,841,29747,841,297
大阪証券取引所 
(市場第一部)

株主としての権利内容に何ら限
定のない当社における標準とな
る株式　　　　　　　　　　　単元株式数　
1,000株

計 47,841,29747,841,297― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

　

(4) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年3月1日～
平成21年5月31日

― 47,841 ― 12,208 ― 13,716

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成21年2月28日の株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年2月28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　7,269,000
―

株主としての権利内容に何ら限定
のない当社における標準となる株
式

完全議決権株式(その他) 普通株式 40,051,000 40,051同上

単元未満株式 普通株式    521,297― 同上

発行済株式総数 47,841,297 ― ―

総株主の議決権 ― 40,051 ―

(注)　1.「完全議決権株式(その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が9,000株（議決権の

数9個）含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式336株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年2月28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） 
株式会社ワキタ

大阪市西区江戸堀一丁目
３番２０号

7,269,000 ― 7,269,00015.19

計 ― 7,269,000 ― 7,269,00015.19

　

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21年
３月 ４月 ５月

最高(円) 330 369 401

最低(円) 300 320 359

(注)　最高・最低株価は、大阪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　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結会計期間(平成21年３月１日から平成21年５月31日まで)については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第

50号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表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、当第１四半期連結累計期間(平成21年３月１

日から平成21年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、大阪監査法人により四半期レビューを

受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,046 13,800

受取手形及び売掛金 ※３
 14,216

※３
 15,252

商品及び製品 3,395 3,474

原材料及び貯蔵品 316 309

その他 1,374 2,027

貸倒引当金 △1,177 △1,334

流動資産合計 34,172 33,528

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 2,066 2,095

賃貸不動産（純額） 21,478 21,582

土地 4,508 4,508

その他（純額） 4,426 4,467

有形固定資産合計 ※１
 32,479

※１
 32,653

無形固定資産 480 506

投資その他の資産

投資有価証券 4,560 5,386

その他 3,781 3,892

貸倒引当金 △293 △297

投資その他の資産合計 8,048 8,981

固定資産合計 41,008 42,141

資産合計 75,180 75,670
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 6,693

※３
 7,713

短期借入金 10 32

未払法人税等 547 589

賞与引当金 417 199

その他 2,020 1,864

流動負債合計 9,688 10,400

固定負債

社債 40 40

長期借入金 － 4

退職給付引当金 33 34

役員退職慰労引当金 778 768

その他 4,219 4,172

固定負債合計 5,071 5,018

負債合計 14,760 15,419

純資産の部

株主資本

資本金 12,208 12,208

資本剰余金 13,717 13,717

利益剰余金 39,786 39,808

自己株式 △2,973 △2,971

株主資本合計 62,739 62,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △227 △421

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 △2,091 △2,091

評価・換算差額等合計 △2,318 △2,512

純資産合計 60,420 60,251

負債純資産合計 75,180 75,670
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(2)【四半期連結損益計算書】
 　【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

売上高 10,653

売上原価 8,343

割賦販売未実現利益繰入額 93

割賦販売未実現利益戻入額 59

売上総利益 2,276

販売費及び一般管理費 ※
 1,514

営業利益 762

営業外収益

受取利息 37

受取配当金 5

投資有価証券売却益 45

その他 28

営業外収益合計 117

営業外費用

支払利息 10

その他 4

営業外費用合計 15

経常利益 863

特別利益

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 169

その他 3

特別利益合計 173

特別損失

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,034

法人税、住民税及び事業税 522

法人税等調整額 △74

法人税等合計 447

四半期純利益 586
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５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 1,034

減価償却費 445

のれん償却額 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160

賞与引当金の増減額（△は減少） 217

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 1

投資有価証券売却損益（△は益） △48

売上債権の増減額（△は増加） 1,036

たな卸資産の増減額（△は増加） 70

仕入債務の増減額（△は減少） △1,020

その他 120

小計 1,700

利息及び配当金の受取額 60

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,204

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 △30

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,787

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 1

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △26

リース債務の返済による支出 △54

設備関係割賦債務の返済による支出 △131

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △497

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,246

現金及び現金同等物の期首残高 13,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 15,746
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

　

　

　

【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】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四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化がないと認め

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１四半期連結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。

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　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固定資産については、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。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法

によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

有形固定資産の耐用年数の変更

　法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号）を契機に、当第１四半期連

結会計期間より機械装置の耐用年数の見直しを行い、耐用年数を変更しております。

　この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、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

軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　15,466百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　15,710百万円

　２　保証債務
　下記会社のリース会社等に対する営業取引
(リース取引・割賦販売)に対して保証を行って
おります。

滋賀建機㈱ 78百万円

㈱スペッチオ 75百万円

平川機工㈱ 69百万円

㈱フーマトレーディング 28百万円

㈱第一実業 25百万円

その他　41社 234百万円

計 511百万円

 

　２　保証債務
　下記会社のリース会社等に対する営業取引
(リース取引・割賦販売)に対して保証を行って
おります。

滋賀建機㈱ 84百万円

㈱スペッチオ 77百万円

平川機工㈱ 74百万円

㈱第一実業 27百万円

八田産業㈱ 21百万円

その他　34社 189百万円

計 474百万円

 
※３　四半期連結会計期間末日満期手形処理

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われたものとして処
理しております。
　なお、当第１四半期連結会計期間末日及びその
前日は金融機関の休日であったため、次の四半期
連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行
われたものとして処理しております。

受取手形 594百万円

支払手形 55百万円

 

※３　連結会計年度末日満期手形処理
　期末日満期手形の会計処理については、満期日
に決済が行われたものとして処理しております。
　なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日で
あったため、次の期末日満期手形を満期日に決済
が行われたものとして処理しております。

受取手形 765百万円

支払手形 26百万円

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31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。

給与手当 521百万円

貸倒引当金繰入額 13百万円

賞与引当金繰入額 211百万円

役員退職慰労引当金繰入額 10百万円

退職給付費用 47百万円

減価償却費 44百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

※　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間
末残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

(平成21年５月31日現在)

現金及び預金勘定 16,046百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △300百万円

現金及び現金同等物 15,746百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　

至　平成21年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 47,841,297

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,277,551

　

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成21年５月28日
定時株主総会

普通株式 608 15.00平成21年２月28日 平成21年５月29日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ワキタ(E02618)

四半期報告書

17/21



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

　

　
建機事業
(百万円)

商事事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社
(百万円)

連結(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,876 3,045 732 10,653 ― 10,653

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,876 3,045 732 10,653 ― 10,653

営業利益 436 69 255 762 ― 762

　　(注) １　事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

　　２　各事業の主要な内容は次のとおりであります。

　　(1) 建機事業　　　　　　土木・建設機械等の製造、販売並びにレンタル

　　(2) 商事事業　　　　　　建設資材、商業設備、住宅設備、映像・音響機器等の販売並びにレンタル

　　(3) 不動産事業　　　　　商業用不動産の賃貸・売買、戸建・分譲等

　３　追加情報

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

      「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正を契機に、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用

年数の見直しを行い、耐用年数を変更しております。この変更によるセグメントに与える影響は軽微であり

ます。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

    在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

    海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

　 　

１株当たり純資産額 1,489円52銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,485円04銭
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年５月31日)

　 　

１株当たり四半期純利益金額 14円47銭
　

　

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在し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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 586

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 586

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,566

　

(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７月６日

株式会社ワキタ

取締役会　御中

　

大阪監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　本　　富　　雄　　印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　廣　　瀬　　季　　永　　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

会社ワキタの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

21年３月１日から平成21年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・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

連結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連結財務諸表に対する

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ワキタ及び連結子会社の平成21年５

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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　四半期連結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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