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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 7,411 △57.4 △361 ― △297 ― △276 ―
21年3月期第2四半期 17,389 ― 1,337 ― 1,407 ― 803 ―

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2四半期 △9.21 ―
21年3月期第2四半期 26.74 ―

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2四半期 17,334 9,936 56.9 328.86
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2四半期  9,870百万円 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  
平成22年3月期(予想)の期末配当金については、未定であります。 

1株当たり配当金
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

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

（予想）
― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 17,400 △37.4 △120 ― △70 ― △50 ― △1.66
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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。 
(２) 経営環境の急速な悪化に伴い平成22年3月期通期の業績修正を余儀なくされ、今後の見通しも極めて不透明であることから、当期末の配当金につき
ましては、現段階では未定とさせていただきます。今後の事業推移や業績見通しを勘案の上、確定次第速やかに公表いたします。 

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2四半期 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2四半期  150,242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2四半期 30,018,254株 21年3月期第2四半期 30,034,631株

－　2　－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の急速な悪化と為替相場の円高の影響を受
け、設備投資の延期・中止や生産調整等で厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況のなか、当社グループは省エネ・環境に配慮しながらお客様のニーズを取り込んだ製品

の開発を進め、工場設備向けの屋外設置型コンプレッサや高所作業車を市場に投入してまいりました。海
外におきましては、引き続き新たな取引国の開拓に取組んでまいりましたが、当初の予想を超える大幅な
需要の低迷により売上高は国内が5,111百万円（前年同期比47.3％減）、海外が2,300百万円（前年同期比
70.1％減）となり、全体では7,411百万円（前年同期比57.4％減）となりました。 
損益につきましては、生産体制の見直しや設備投資の延期、経費の削減等収益改善に努めてまいりまし

たが、売上高減少の影響を吸収できず、営業損失は361百万円（前年同期は営業利益1,337百万円）、経常
損失は297百万円（前年同期は経常利益1,407百万円）、四半期純損失は276百万円（前年同期は四半期純
利益803百万円）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２四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3,106百万円減少
し、11,063百万円となりました。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２四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49百万円減少し、
6,270百万円となりました。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２四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3,052百万円減少
し、4,703百万円となりました。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、返済により短期借入金が減少したこと及び償還により１年内償還予定の社債が減少
したことによるものであります。 
  

(4) 固定負債 

当第２四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326百万円増加し、
2,694百万円となりました。これは主に、社債の発行により社債が増加したこと及び短期借入金への振
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２四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430百万円減少し、
9,936百万円となりました。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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,216百万円
減少し、2,302百万円となりました。 
当第２四半期連結累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1,295百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、仕
入債務の減少及び法人税等の還付額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△203百万円となりました。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△2,327百万円となりました。これは主に、短期借入れによる
収入及び短期借入金の返済による支出等によるものであります。 

  

  

需要の回復は当初予想を大きく下回り、今後の回復基調も不透明で厳しい事業環境が続くものと予測さ
れますので、平成21年５月15日に発表いたしました業績予想を平成21年10月30日「業績予想および配当予
想の修正に関するお知らせ」で修正を行っています。 
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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,327,052 3,551,316

受取手形及び売掛金 5,408,320 6,914,107

商品及び製品 2,294,641 2,223,829

仕掛品 137,202 133,962

原材料及び貯蔵品 520,332 536,914

繰延税金資産 185,179 204,822

その他 193,608 609,122

貸倒引当金 △2,383 △3,656

流動資産合計 11,063,953 14,170,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,242,116 4,239,788

減価償却累計額 △3,293,049 △3,251,595

建物及び構築物（純額） 949,067 988,193

機械装置及び運搬具 5,745,069 5,690,145

減価償却累計額 △4,655,198 △4,549,689

機械装置及び運搬具（純額） 1,089,871 1,140,456

土地 1,614,352 1,614,352

建設仮勘定 27,214 25,824

その他 995,469 979,757

減価償却累計額 △924,030 △896,189

その他（純額） 71,439 83,567

有形固定資産合計 3,751,944 3,852,393

無形固定資産 215,130 208,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,438,670 1,365,499

繰延税金資産 615,201 636,631

その他 293,419 300,919

貸倒引当金 △44,091 △43,882

投資その他の資産合計 2,303,200 2,259,167

固定資産合計 6,270,275 6,320,018

資産合計 17,334,228 20,490,437
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,319,185 3,813,577

短期借入金 209,592 2,274,192

1年内償還予定の社債 120,000 470,000

未払法人税等 64,213 39,940

賞与引当金 330,768 334,948

役員賞与引当金 8,400 21,000

その他 651,131 802,415

流動負債合計 4,703,290 7,756,073

固定負債   

社債 500,000 60,000

長期借入金 161,702 301,698

退職給付引当金 1,587,338 1,560,860

役員退職慰労引当金 214,805 213,177

ＰＣＢ対策引当金 125,000 125,000

負ののれん 11,869 14,246

その他 93,484 92,388

固定負債合計 2,694,200 2,367,371

負債合計 7,397,491 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 3,118,816 3,605,305

自己株式 △36,481 △35,676

株主資本合計 9,893,773 10,381,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,199 △5,190

為替換算調整勘定 △64,206 △83,496

評価・換算差額等合計 △23,007 △88,686

少数株主持分 65,970 74,611

純資産合計 9,936,737 10,366,992

負債純資産合計 17,334,228 20,490,437
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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20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 17,389,580 7,411,970

売上原価 13,796,931 6,000,656

売上総利益 3,592,649 1,411,314

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 352,598 159,400

役員報酬及び給料手当 671,978 633,813

賞与引当金繰入額 213,906 144,019

役員賞与引当金繰入額 18,000 －

退職給付引当金繰入額 76,250 62,215

役員退職慰労引当金繰入額 14,290 14,571

その他 907,688 758,454

販売費及び一般管理費合計 2,254,712 1,772,474

営業利益又は営業損失（△） 1,337,936 △361,160

営業外収益   

受取利息 4,909 1,916

受取配当金 46,896 14,969

為替差益 16,452 7,205

助成金収入 － 59,406

その他 30,432 27,920

営業外収益合計 98,691 111,417

営業外費用   

支払利息 17,868 18,161

社債発行費 － 7,045

その他 11,454 22,436

営業外費用合計 29,323 47,643

経常利益又は経常損失（△） 1,407,305 △297,386

特別利益   

固定資産処分益 15 1

貸倒引当金戻入額 709 1,075

賞与引当金戻入額 － 72,449

特別利益合計 724 73,526

特別損失   

固定資産処分損 744 522

投資有価証券売却損 － 2,054

特別損失合計 744 2,577

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（△）

1,407,285 △226,437

法人税、住民税及び事業税 642,374 48,956

法人税等調整額 △51,436 9,593

法人税等合計 590,938 58,549

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,283 △8,640

四半期純利益又は四半期純損失（△） 803,063 △276,346
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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（△）

1,407,285 △226,437

減価償却費 195,977 195,451

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142,212 26,478

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,052 △1,063

受取利息及び受取配当金 △51,806 △16,885

支払利息 17,868 18,161

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） 729 521

売上債権の増減額（△は増加） △671,773 1,505,786

たな卸資産の増減額（△は増加） 173,379 △57,317

仕入債務の増減額（△は減少） 556,075 △545,730

未収消費税等の増減額（△は増加） 46,914 141,396

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,321 △16,118

その他 △107,782 114,374

小計 1,700,706 1,140,670

利息及び配当金の受取額 55,665 16,139

利息の支払額 △18,371 △20,356

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △561,782 158,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,176,219 1,295,126

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 △225,615 △204,828

有形固定資産の売却による収入 24 57

無形固定資産の取得による支出 △2,501 △9,842

投資有価証券の取得による支出 △31,667 △355

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 779 638

定期預金の預入による支出 △629 △632

定期預金の払戻による収入 － 8,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,610 △203,924

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 1,500,000 1,700,000

短期借入金の返済による支出 △2,270,000 △3,800,000

長期借入金の返済による支出 △166,396 △104,596

社債の発行による収入 － 500,000

社債の償還による支出 △110,000 △410,000

自己株式の取得による支出 △3,178 △804

配当金の支払額 △267,916 △210,968

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 △1,319,800 △2,327,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,252 19,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △401,938 △1,216,858

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 3,453,178 2,302,212
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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20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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) 

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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 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 673,976 761,596 3,842,308 2,420,320 7,698,202

Ⅱ 連結売上高 17,389,580

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.9 4.4 22.1 13.9 44.3

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 97,964 229,740 1,505,467 466,968 2,300,141

Ⅱ 連結売上高 7,411,970

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

1.3 3.1 20.3 6.3 31.0

(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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