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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 3,236 △61.3 △216 ― △175 ― △148 ―
21年3月期第1四半期 8,358 ― 545 ― 634 ― 363 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.94 ―
21年3月期第1四半期 12.12 ―

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

22年3月期第1四半期 18,349 10,108 54.7 334.48
21年3月期 20,490 10,366 50.2 342.85

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,040百万円 21年3月期  10,292百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

8,900 △48.8 △120 ― △130 ― △130 ― △4.33

通期 20,500 △26.2 400 △63.5 340 △68.6 200 △55.9 6.66
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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  無  

(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） 

(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） 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異な
る場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３ 連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 30,165,418株 21年3月期  30,165,418株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  147,057株 21年3月期  145,094株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 30,019,657株 21年3月期第1四半期 30,037,511株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の停滞から大幅な需要低迷が続き、多くの

分野で生産・在庫の調整や設備投資の延期・中止が発生する厳しい状況でありました。 
このような状況の中、当社グループはお客様のニーズを取り込んだ製品の開発を進め、工場設備向けコ

ンプレッサの販売強化や新たな取引国の開拓に取組むとともに、生産体制の見直しや経費の圧縮等収益改
善に努めてまいりました。 
その結果、売上高は国内が2,136百万円、海外が1,100百万円となり、全体では3,236百万円 (前年同期

比61.3％減) となりました。 
損益につきましては、売上高の減少により、営業損失は216百万円 (前年同期は営業利益545百万円)、

経常損失は175百万円 (前年同期は経常利益634百万円)、四半期純損失は148百万円 (前年同期は四半期純
利益363百万円) となりました。 

  

  

(資産、負債及び純資産の状況) 

(1) 流動資産 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産残高は、前連結会計年度末と比べ2,168百万円減少
し、12,002百万円となりました。これは主に、「【定性的情報・財務諸表等】、５ 四半期連結財務諸
表、(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書」に記載のとおり現金及び預金が減少したこと及び売
上高の減少に伴い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。 
  

(2) 固定資産 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産残高は、前連結会計年度末と比べ27百万円増加し、
6,347百万円となりました。これは主に、時価の上昇により投資有価証券が増加したこと、減価償却に
よる有形固定資産の減少及び繰延税金資産の減少によるものであります。 
  

(3) 流動負債 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債残高は、前連結会計年度末と比べ1,783百万円減少
し、5,972百万円となりました。これは主に、売上高の減少による生産の減少に伴い支払手形及び買掛
金が減少したこと及び返済と償還により短期借入金と１年内償還予定の社債がそれぞれ減少したことに
よるものであります。 
  

(4) 固定負債 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債残高は、前連結会計年度末と比べ99百万円減少し、
2,268百万円となりました。これは主に、短期借入金への振替に伴い長期借入金が減少したことによる
ものであります。 
  

(5) 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末と比べ258百万円減少し、
10,108百万円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと及び時価の上昇によりその他有価
証券評価差額金が増加したことによるものであります。 

  

【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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(キャッシュ・フローの状況) 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ961百万円減
少し、2,557百万円となりました。 
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次のとおりであり

ます。 

  

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは311百万円となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕
入債務の減少等によるものであります。 

  

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは△120百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得
による支出等によるものであります。 

  

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは△1,156百万円となりました。これは主に、短期借入れによる
収入、短期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出等によるものであります。 

  

  

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成21年５月15日に発表いたしました業績予想から変
更はありません。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  
  

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。 

  

  

３ 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,589,702 3,551,316

受取手形及び売掛金 5,557,686 6,914,107

商品及び製品 2,429,700 2,223,829

仕掛品 149,849 133,962

原材料及び貯蔵品 603,086 536,914

繰延税金資産 236,561 204,822

その他 438,485 609,122

貸倒引当金 △2,846 △3,656

流動資産合計 12,002,226 14,170,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,241,136 4,239,788

減価償却累計額 △3,272,303 △3,251,595

建物及び構築物（純額） 968,833 988,193

機械装置及び運搬具 5,698,690 5,690,145

減価償却累計額 △4,608,579 △4,549,689

機械装置及び運搬具（純額） 1,090,111 1,140,456

土地 1,614,352 1,614,352

建設仮勘定 29,192 25,824

その他 984,455 979,757

減価償却累計額 △907,825 △896,189

その他（純額） 76,629 83,567

有形固定資産合計 3,779,118 3,852,393

無形固定資産 207,718 208,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,532,300 1,365,499

繰延税金資産 574,894 636,631

その他 297,153 300,919

貸倒引当金 △43,619 △43,882

投資その他の資産合計 2,360,728 2,259,167

固定資産合計 6,347,564 6,320,018

資産合計 18,349,791 20,490,437
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（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,902,977 3,813,577

短期借入金 1,719,392 2,274,192

1年内償還予定の社債 170,000 470,000

未払法人税等 29,337 39,940

賞与引当金 454,178 334,948

役員賞与引当金 21,000 21,000

その他 675,837 802,415

流動負債合計 5,972,722 7,756,073

固定負債   

社債 60,000 60,000

長期借入金 191,700 301,698

退職給付引当金 1,580,357 1,560,860

役員退職慰労引当金 205,668 213,177

ＰＣＢ対策引当金 125,000 125,000

負ののれん 12,568 14,246

その他 92,959 92,388

固定負債合計 2,268,253 2,367,371

負債合計 8,240,976 10,123,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,416,544 3,416,544

資本剰余金 3,394,894 3,394,894

利益剰余金 3,246,793 3,605,305

自己株式 △35,956 △35,676

株主資本合計 10,022,276 10,381,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,052 △5,190

為替換算調整勘定 △78,705 △83,496

評価・換算差額等合計 18,346 △88,686

少数株主持分 68,192 74,611

純資産合計 10,108,815 10,366,992

負債純資産合計 18,349,791 20,490,437
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 8,358,085 3,236,962

売上原価 6,696,129 2,604,788

売上総利益 1,661,956 632,173

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 164,335 72,703

役員報酬及び給料手当 338,451 320,035

賞与引当金繰入額 103,950 60,042

退職給付引当金繰入額 34,595 28,572

役員退職慰労引当金繰入額 5,079 5,434

その他 470,106 361,586

販売費及び一般管理費合計 1,116,517 848,375

営業利益又は営業損失（△） 545,438 △216,201

営業外収益   

受取利息 1,385 1,141

受取配当金 10,127 8,560

為替差益 82,882 8,889

助成金収入 － 33,129

その他 7,285 11,747

営業外収益合計 101,681 63,468

営業外費用   

支払利息 9,676 11,226

その他 2,887 11,407

営業外費用合計 12,563 22,633

経常利益又は経常損失（△） 634,555 △175,366

特別利益   

固定資産処分益 － 1

貸倒引当金戻入額 922 1,075

特別利益合計 922 1,077

特別損失   

固定資産処分損 431 3

投資有価証券売却損 － 2,054

特別損失合計 431 2,057

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（△）

635,046 △176,346

法人税、住民税及び事業税 327,073 17,730

法人税等調整額 △61,656 △39,288

法人税等合計 265,417 △21,558

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,715 △6,418

四半期純利益又は四半期純損失（△） 363,913 △148,369
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

635,046 △176,346

減価償却費 94,574 93,972

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,603 19,496

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,279 △1,073

受取利息及び受取配当金 △11,513 △9,702

支払利息 9,676 11,226

投資有価証券売却損益（△は益） － 2,054

有形固定資産処分損益（△は益） 431 －

売上債権の増減額（△は増加） △805,775 1,356,421

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,629 △287,778

仕入債務の増減額（△は減少） 344,865 △973,448

未収消費税等の増減額（△は増加） 90,392 143,461

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,127 △14,072

その他 37,032 185,375

小計 391,297 349,585

利息及び配当金の受取額 11,518 9,176

利息の支払額 △9,818 △12,104

法人税等の支払額 △558,669 △35,595

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,671 311,062

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 △141,201 △122,789

有形固定資産の売却による収入 － 28

無形固定資産の取得による支出 － △846

投資有価証券の取得による支出 △19,441 △325

投資有価証券の売却による収入 － 3,000

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 238 266

定期預金の預入による支出 △300 △310

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,703 △120,976

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 900,000 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △1,370,000 △2,100,000

長期借入金の返済による支出 △83,198 △64,798

社債の償還による支出 － △300,000

自己株式の取得による支出 △938 △279

配当金の支払額 △245,734 △190,742

少数株主への配当金の支払額 △2,310 △980

財務活動によるキャッシュ・フロー △802,180 △1,156,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,539 4,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150,095 △961,924

現金及び現金同等物の期首残高 3,855,117 3,519,070

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,705,022 2,557,145
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当社及び連結子会社は、建設機械・産業機械の製造及び販売並びにこれらに関連する業務のみを行っ

ておりますので、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。 

  

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

当社及び連結子会社は、建設機械・産業機械の製造及び販売並びにこれらに関連する業務のみを行っ

ておりますので、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１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、い

ずれも90％超であるため、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１四半期連結累計期間(自 平成21年４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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、い

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

② 所在地別セグメント情報
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
(注) １ 国または地域の区分は、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) 欧州……………ドイツ、オランダ、イタリア等     
(2) 北米……………米国等 
(3) アジア…………中国、シンガポール等 
(4) その他の地域…ロシア、中近東、アフリカ等 

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。 

  

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

 
(注) １ 国または地域の区分は、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) 欧州……………ドイツ、オランダ、イタリア等     
(2) 北米……………米国等 
(3) アジア…………中国、シンガポール等 
(4) その他の地域…ロシア、中近東、アフリカ等 

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。 

  

③ 海外売上高

欧州(千円) 北米(千円) アジア(千円)
その他の地域 

(千円)
計(千円)

Ⅰ 海外売上高 315,854 577,821 1,947,832 1,258,531 4,100,041

Ⅱ 連結売上高 8,358,085

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.8 6.9 23.3 15.1 49.1

欧州(千円) 北米(千円) アジア(千円)
その他の地域 

(千円)
計(千円)

Ⅰ 海外売上高 63,802 38,331 765,821 232,281 1,100,236

Ⅱ 連結売上高 3,236,962

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.0 1.2 23.6 7.2 34.0

(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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