
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年6月30日) 

  

  

(2) 連結財政状態 

  

２．配当の状況 

(注)当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日) 

(注)当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年3月期  第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年8月6日

上場会社名 北越工業 株式会社 上場取引所  東 

コード番号 6364 ＵＲＬ  http://www.airman.co.jp 

代表者          (役職名) 代表取締役 社長 (氏名) 吉岡 謙一 

問合せ先責任者  (役職名) 常務取締役 管理本部長 (氏名) 肥田 格 ＴＥＬ  (0256) 93-5571 

四半期報告書提出予定日 平成22年8月11日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  (百万円未満切捨て)

(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 ％ 

23年3月期第１四半期  4,884  50.9  37 ―  18 ―  △20 ― 

22年3月期第１四半期  3,236  △61.3  △216 ―  △175 ―  △148 ― 

  
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 

23年3月期第１四半期  △0.68 ― 

22年3月期第１四半期  △4.94 ― 

  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 

23年3月期第１四半期  19,171  10,096  52.3  338.28

22年3月期  19,872  10,236  51.2  343.18

(参考)自己資本 23年3月期第１四半期 10,021百万円 22年3月期 10,166百万円 

  
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 

22年3月期  ―  0.00 ―  2.00  2.00

23年3月期  ― 

23年3月期(予想)  0.00 ―  2.00  2.00

  (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

  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)  9,800  32.2  80 ―  70 ―  40 ―   1.35

通期  20,800  19.1  350 ―  300  199.1  180  169.8   6.08

tsuyoshi_oda
AIRMANロゴ(巨大)



４．その他(詳細は、[添付資料]３ページ「２ その他の情報」をご覧下さい。) 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

(注) 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の有無となります。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(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せん。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている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、四半

期決算短信(添付資料)３ページ「１ 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的

情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期１Ｑ 30,165,418株 22年3月期 30,165,418株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 540,437株 22年3月期    539,899株

③  期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期１Ｑ 29,625,116株 22年3月期１Ｑ 30,019,657株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加により生産が徐々に回復し景気に

持ち直しの動きがみられるものの、雇用環境及び個人所得の改善は緩慢で、また、ギリシャを始め

とする欧州諸国の財政に対する信用不安などによる先行き不透明感もあり、厳しい状況が続いてお

ります。 

このような状況のなか、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、オイル

フェンス一体型発電機及び省エネスクリュコンプレッサ「ＰＲＯＡＩＲシリーズ」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2,947百万円、海外が1,937百万円となり、全体では4,884百万円（前

年同期比50.9％増）となりました。 

損益につきましては、売上高の増加により、営業利益は37百万円（前年同期は営業損失216百万

円）、経常利益は18百万円（前年同期は経常損失175百万円）、四半期純損失は20百万円（前年同

期は四半期純損失148百万円）となりました。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(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、前連結会計年度末に比べ582百万円減

少し、13,040百万円となりました。これは主に、売上高の減少により受取手形及び売掛金が減少

したこと及び繰延税金資産が増加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、前連結会計年度末に比べ118百万円減

少し、6,131百万円となりました。これは主に、減価償却により無形固定資産が減少したこと及

び時価の下落により投資有価証券が減少したこと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、前連結会計年度末に比べ489百万円減

少し、6,457百万円となりました。これは主に、生産の減少により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。  

  

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、前連結会計年度末に比べ71百万円減少

し、2,617百万円となりました。これは主に、役員の退任により役員退職慰労引当金が減少した

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、前連結会計年度末に比べ140百万円減少

し、10,096百万円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと及び時価の下落により

その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。  

  

１ 当四半期の連結業績等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184百

万円減少し、3,026百万円となりました。 

当第１四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、315百万円の収入超過となりました。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、17百万円の支出超過となりました。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、465百万円の支出超過となりました。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長期借入金の返済による支出等によるも

のであります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成22年５月14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。  

  

  

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「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軽微であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２ その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,026,824 3,211,484

受取手形及び売掛金 6,552,113 7,208,584

商品及び製品 2,308,137 2,292,138

仕掛品 134,979 145,611

原材料及び貯蔵品 406,107 414,975

繰延税金資産 200,275 130,044

その他 413,484 221,954

貸倒引当金 △1,763 △2,166

流動資産合計 13,040,158 13,622,625

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,248,804 4,242,641

減価償却累計額 △3,354,111 △3,334,648

建物及び構築物（純額） 894,692 907,993

機械装置及び運搬具 5,718,225 5,742,859

減価償却累計額 △4,759,810 △4,762,604

機械装置及び運搬具（純額） 958,415 980,255

土地 1,614,352 1,614,352

建設仮勘定 19,673 9,821

その他 1,033,506 1,011,326

減価償却累計額 △962,077 △953,681

その他（純額） 71,428 57,645

有形固定資産合計 3,558,562 3,570,067

無形固定資産 280,373 313,861

投資その他の資産   

投資有価証券 1,378,620 1,459,712

繰延税金資産 669,498 660,881

その他 286,973 287,764

貸倒引当金 △42,682 △42,008

投資その他の資産合計 2,292,410 2,366,349

固定資産合計 6,131,346 6,250,278

資産合計 19,171,505 19,872,904
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,257,425 4,644,544

短期借入金 1,016,700 1,399,992

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

未払法人税等 84,259 55,091

賞与引当金 352,655 222,940

その他 686,558 564,568

流動負債合計 6,457,599 6,947,135

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 75,000 101,706

退職給付引当金 1,660,804 1,638,088

役員退職慰労引当金 151,674 219,389

ＰＣＢ対策引当金 125,000 125,000

負ののれん 9,775 10,473

その他 95,639 94,941

固定負債合計 2,617,893 2,689,599

負債合計 9,075,493 9,636,735

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 3,382,527 3,461,884

自己株式 △87,188 △87,110

株主資本合計 10,106,777 10,186,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,375 53,728

為替換算調整勘定 △90,746 △73,201

評価・換算差額等合計 △85,371 △19,473

少数株主持分 74,606 69,429

純資産合計 10,096,012 10,236,169

負債純資産合計 19,171,505 19,872,904
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,236,962 4,884,315

売上原価 2,604,788 3,973,495

売上総利益 632,173 910,819

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 72,703 90,464

役員報酬及び給料手当 320,035 321,602

賞与引当金繰入額 60,042 60,895

退職給付引当金繰入額 28,572 33,159

役員退職慰労引当金繰入額 5,434 5,416

その他 361,586 361,455

販売費及び一般管理費合計 848,375 872,992

営業利益又は営業損失（△） △216,201 37,827

営業外収益   

受取利息 1,141 417

受取配当金 8,560 7,181

為替差益 8,889 －

助成金収入 33,129 －

その他 11,747 8,157

営業外収益合計 63,468 15,756

営業外費用   

支払利息 11,226 6,187

為替差損 － 26,740

その他 11,407 2,270

営業外費用合計 22,633 35,198

経常利益又は経常損失（△） △175,366 18,384

特別利益   

固定資産処分益 1 1

貸倒引当金戻入額 1,075 －

特別利益合計 1,077 1

特別損失   

固定資産処分損 3 1,243

投資有価証券売却損 2,054 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,286

特別損失合計 2,057 2,530

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（△）

△176,346 15,856

法人税、住民税及び事業税 17,730 76,865

法人税等調整額 △39,288 △46,081

法人税等合計 △21,558 30,784

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △14,928

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,418 5,177

四半期純損失（△） △148,369 △20,106
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△176,346 15,856

減価償却費 93,972 97,786

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,496 22,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,073 270

受取利息及び受取配当金 △9,702 △7,599

支払利息 11,226 6,187

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） － 1,241

売上債権の増減額（△は増加） 1,356,421 656,470

たな卸資産の増減額（△は増加） △287,778 3,500

仕入債務の増減額（△は減少） △973,448 △389,985

未収消費税等の増減額（△は増加） 143,461 15,158

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,072 9,588

その他 185,375 △50,188

小計 349,585 381,004

利息及び配当金の受取額 9,176 7,396

利息の支払額 △12,104 △5,794

法人税等の支払額 △35,595 △66,616

営業活動によるキャッシュ・フロー 311,062 315,989

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 △122,789 △18,450

有形固定資産の売却による収入 28 344

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 △325 △28

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

貸付金の回収による収入 266 206

定期預金の預入による支出 △310 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,976 △17,927

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 1,500,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △2,100,000 △1,200,000

長期借入金の返済による支出 △64,798 △109,998

社債の償還による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △279 △78

配当金の支払額 △190,742 △55,101

少数株主への配当金の支払額 △980 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,156,800 △465,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,790 △17,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △961,924 △184,660

現金及び現金同等物の期首残高 3,519,070 3,211,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,557,145 3,026,824
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該当事項はありません。  

  

① 報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。  

当社グループは、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・

サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成

されており、「建設機械事業」及び「産業機械事業」の２つを報告セグメントとしております。

「建設機械事業」は、ポータブルコンプレッサ、ディーゼル発電機及び高所作業車等を生産し

ております。「産業機械事業」は、ステーショナリーコンプレッサ等を生産しております。 

  

② 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 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)  

  

③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

   

該当事項はありません。  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  建設機械事業(千円) 産業機械事業(千円) 合計(千円) 

売上高     

外部顧客への売上高 3,968,341  915,973   4,884,315

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ―

計 3,968,341  915,973   4,884,315

セグメント利益 193,726 29,234   222,960

 利益 金額(千円) 

報告セグメント計 222,960

全社費用(注) △185,133

四半期連結損益計算書の営業利益 37,827

(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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