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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 7,843 ― 585 ― 1,026 ― 604 ―
20年3月期第1四半期 7,628 3.7 654 △12.6 1,038 24.3 637 51.6

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

21年3月期第1四半期 22.78 ―
20年3月期第1四半期 23.78 ―

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

21年3月期第1四半期 49,259 35,027 71.1 1,319.53
20年3月期 49,672 34,638 69.7 1,304.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  34,999百万円 20年3月期  34,610百万円

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

20年3月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 15,500 ― 1,130 ― 1,280 ― 760 ― 28.65
通期 34,000 3.1 2,950 △5.9 3,200 10.4 1,900 10.2 71.63

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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．業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる 
 場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
 指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  27,829,486株 20年3月期  27,829,486株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,305,334株 20年3月期  1,303,158株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  26,525,223株 20年3月期第1四半期  26,813,353株
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【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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や円高等

の影響による企業収益の悪化に伴い設備投資が減少し、また物価上昇に伴う実質購買力の低下により

個人消費が低水準で推移するなど景気は減速傾向にありました。 

海外におきましても、中国を含むアジア経済が高度な成長を維持しているものの、米国経済はサブ

プライムローン関連の長期化、物価高、株安等の影響により引き続き減速傾向にありました。 

このような状況の中で当社は、建設機械市場におきましては、レンタル業界の市況の悪化により全

体的には機械・機材の購入手控えなどがあり、建設機械市場向け商品全般でその売上高は減少しまし

た。設備機器市場におきましては、一部の民間設備投資の根強い需要を受け設備用小型水中ポンプが

順調に推移しました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,843百万円、営業利益は585百万円、経常利

益は1,026百万円、第１四半期純利益は604百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は49,259百万円と前連結会計年度末に比べ412百万円減少しました。 

これは、主に受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

純資産につきましては、当第１四半期末現在35,027百万円と前連結会計年度末に比べ389百万円増加

しました。 

これは、主に利益剰余金の増加によるものであります。 

これらの結果、自己資本比率は71.1％と前連結会計年度末に比べ1.4％改善いたしました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては平成20年５月16日に発表しました数値に変更はありません。 
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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) 

該当事項はありません。 

 

(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 

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 たな卸資産の評価方法 

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。 

 

(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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として受注生産品は個別法によ

る原価法、その他は移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として受注生産品は個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他は移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ14百万円減少

しております。 
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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：百万円） 

 
当第１四半期連結会計期間末 

 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

現金及び預金 5,494 3,684 

受取手形及び売掛金 11,480 13,617 

有価証券 1,163 1,341 

商品 425 631 

補修部品 345 299 

製品 1,964 2,172 

半製品 976 973 

原材料 1,138 1,100 

仕掛品 1,408 1,434 

その他 1,482 1,151 

貸倒引当金 △48 △49 

   流動資産合計 25,831 26,355 

 固定資産  

有形固定資産  

 土地 6,615 6,609 

 その他 3,810 3,818 

有形固定資産合計 10,426 10,427 

無形固定資産 747 418 

投資その他の資産  

 投資有価証券 10,614 10,704 

 その他 1,701 1,828 

 貸倒引当金 △62 △61 

投資その他の資産合計 12,253 12,470 

   固定資産合計 23,427 23,316 

   資産合計 49,259 49,672 
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（単位：百万円）

 
当第１四半期連結会計期間末 

 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

支払手形及び買掛金 3,625 5,102 

一年以内償還予定社債 3,000 3,000 

未払法人税等 458 92 

賞与引当金 840 554 

その他 2,256 2,825 

   流動負債合計 10,181 11,574 

 固定負債  

社債 3,000 3,000 

退職給付引当金 277 278 

役員退職慰労引当金 159 155 

その他 613 26 

   固定負債合計 4,050 3,459 

  負債合計 14,231 15,034 

純資産の部  

 株主資本  

   資本金 5,188 5,188 

   資本剰余金 7,897 7,897 

   利益剰余金 23,380 23,094 

   自己株式 △1,397 △1,395 

   株主資本合計 35,068 34,784 

  評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 56 29 

   為替換算調整勘定 △126 △203 

   評価・換算差額等合計 △69 △174 

  少数株主持分 28 27 

  純資産合計 35,027 34,638 

 負債純資産合計 49,259 49,672 
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(2) 四半期連結損益計算書 

             （単位：百万円） 

 
当第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） 

 売上高 7,843

 売上原価 5,505

売上総利益 2,337

 販売費及び一般管理費 

  給料及び手当 654

  賞与引当金繰入額 187

  その他 910

販売費及び一般管理費計 1,752

営業利益 585

 営業外収益 

  受取利息 108

  受取配当金 44

  為替差益 256

  その他 57

  営業外収益計 466

 営業外費用 

  支払利息 19

  その他 6

  営業外費用計 25

経常利益 1,026

税金等調整前四半期純利益 1,026

法人税、住民税及び事業税 469

過年度法人税等戻入 △481

法人税等調整額 432

法人税等合計 421

少数株主利益 0

四半期純利益 604
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前四半期にかかる財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 7,628

Ⅱ 売上原価 5,249

売上総利益 2,378

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,724

営業利益 654

Ⅳ 営業外収益 426

Ⅴ 営業外費用 42

経常利益 1,038

税金等調整前四半期純利益 1,038

法人税等 400

少数株主利益 0

四半期純利益 637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


