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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 8,118 ― 232 ― 243 ― 223 ―

20年3月期第1四半期 9,167 △1.8 276 △32.3 300 △35.2 167 △31.9

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 35.07 ―

20年3月期第1四半期 26.31 ―

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 30,507 9,996 32.6 1,561.70
20年3月期 32,809 9,868 29.9 1,541.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,950百万円 20年3月期  9,819百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

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 18,500 ― 450 ― 450 ― 280 ― 43.94
通期 39,000 △0.6 1,260 3.5 1,260 0.6 760 1.2 119.27

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)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 
(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。 

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  6,615,070株 20年3月期  6,615,070株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  243,241株 20年3月期  243,231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  6,371,836株 20年3月期第1四半期  6,371,849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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速や、資源・

食糧価格の高騰に伴う企業収益の悪化、物価上昇による個人消費の低迷などにより、厳しい状況の中で推

移いたしました。また、これまで景気を牽引してきた設備投資や海外輸出につきましても、米国経済の失

速とともに陰りが見え始めており、今後、更に悪化する可能性もあります。 

 このような状況の中、当社グループの連結業績につきましては、ガソリン税の暫定税率一時廃止に伴う

公共工事減少の影響を受けるとともに、急激なドル安に伴い海外輸出が低調に推移した結果、売上高は 81

億１千８百万円、営業利益は２億３千２百万円、経常利益は２億４千３百万円、四半期純利益は２億２千

３百万円となりました。 

 

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)建設機械事業 

建設機械事業におきましては、ガソリン税の暫定税率一時廃止により、公共工事が低迷する中、高付加

価値商品の販売強化に努める傍ら、貸倒による損失を抑制するために、債権管理の強化にも努めてまいり

ました。しかしながら、国内販売が低調に推移したことに加え、ドル安と中古建機相場の下落により、海

外輸出が低調に推移した結果、売上高は 37 億６千９百万円、営業利益は１億１千万円となりました。 

 

(2)産業機器事業 

産業機器事業におきましては、北京オリンピック向けの設備投資が一巡する中、提案営業の強化により、

先端技術分野や品質向上に向けた設備投資案件の獲得をはかるとともに、海外製品の国内展開の強化にも

努めてまいりました。この結果、売上高は 42 億４千１百万円、営業利益は２億８百万円となりました。 

 

(3)砕石事業 

砕石事業におきましては、公共工事の減少と原油価格の高騰により厳しい状況が続く中、中小規模の工

事受注に向けての取り組みを強化するとともに、生産効率の向上にも努めてまいりました。しかしながら、

建築用生コン向けの需要が低調に推移するとともに、生産・輸送コスト上昇の影響を受けた結果、売上高

は１億７百万円、営業利益は１千５百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

資産は、前連結会計年度に比べ 23 億１百万円減少(7.0％)し、305 億７百万円となりました。増減の主

な内容は、現金及び預金が７億８千４百万円、受取手形及び売掛金が 10 億６千９百万円、貸与資産が３億

９百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ 24 億２千９百万円減少(10.6％)し、205 億１千１百万円となりました。

増減の主な内容は、支払手形及び買掛金が 22 億２千万円減少したことによるものであります。 

純資産は、四半期純利益の計上等により利益剰余金が６千４百万円増加したことなどにより、99 億９千

６百万円となりました。この結果、自己資本比率は 32.6％と前連結会計年度に比べ 2.7 ポイント向上しま

した。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に

比べ７億８千４百万円減少（33.0％）し 15 億９千２百万円となりました。当第１四半期における各キャッ

シュ・フローの状況とその増減の要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動による資金の減少は２億４千６百万円となりました。これは主に税金等

調整前四半期純利益は３億６千５百万円となりましたが、前連結会計年度に係る法人税等の支払いが発生

したことに加え、仕入債務が大きく減少したこと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） 

当第１四半期において投資活動による資金の減少は２億９百万円となりました。これは主に有形固定資

産（主として貸与資産）の取得による支出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） 

当第１四半期において財務活動による資金の減少は３億２千８百万円となりました。これは主にファイ

ナンス・リース債務の返済による支出によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね予想どおりに推移しており、業績予想の修正はありません。 

 

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、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

施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。 

 ②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。 

 ③経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

 ④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときは、親会社の金額に合わせる方法により

相殺消去しております。 

 

(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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、建設機械本体は個別法による原価法、その

他の商品は総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から「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、以下のと

おり算定しております。 

建設機械本体 

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) 

その他の商品 

  総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) 

 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 14,080 千円減少してお

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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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 1,599,135 2,383,554

受取手形及び売掛金 15,231,619 16,301,134

商品 2,470,686 2,487,717

製品 14,889 16,558

その他 1,167,195 1,358,200

貸倒引当金 △353,170 △414,593

流動資産合計 20,130,356 22,132,572

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 6,838,768 7,148,630

その他（純額） 1,490,950 1,492,185

有形固定資産合計 8,329,719 8,640,816

無形固定資産 48,567 50,849

投資その他の資産   

投資有価証券 1,453,249 1,340,393

その他 925,918 1,048,962

貸倒引当金 △379,866 △403,948

投資その他の資産合計 1,999,300 1,985,407

固定資産合計 10,377,588 10,677,073

資産合計 30,507,945 32,809,645

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,517,874 14,738,064

短期借入金 3,690,000 3,690,000

未払法人税等 130,239 216,444

賞与引当金 96,833 182,848

役員賞与引当金 5,000 20,000

割賦利益繰延 1,260,019 1,297,363

その他 1,749,610 1,630,786

流動負債合計 19,449,577 21,775,507

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 205,078 212,609

役員退職慰労引当金 77,665 176,400

その他の引当金 346,115 343,595

その他 133,079 133,079

固定負債合計 1,061,939 1,165,685

負債合計 20,511,516 22,941,192
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 7,622,560 7,558,410

自己株式 △229,536 △229,529

株主資本合計 9,590,203 9,526,061

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377,391 295,110

為替換算調整勘定 △16,721 △1,535

評価・換算差額等合計 360,669 293,575

少数株主持分 45,555 48,816

純資産合計 9,996,428 9,868,453

負債純資産合計 30,507,945 32,809,645
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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）

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 8,118,442

売上原価 6,957,000

差引売上総利益 1,161,441

割賦販売未実現利益戻入額 142,152

割賦販売未実現利益繰入額 109,460

売上総利益 1,194,133

販売費及び一般管理費 961,318

営業利益 232,815

営業外収益  

受取利息 5,468

受取配当金 12,475

持分法による投資利益 14,537

その他 20,348

営業外収益合計 52,830

営業外費用  

支払利息 31,608

その他 10,890

営業外費用合計 42,498

経常利益 243,147

特別利益  

固定資産売却益 3,069

収用補償金 102,389

貸倒引当金戻入額 37,684

償却債権取立益 1,361

特別利益合計 144,505

特別損失  

固定資産売却損 505

固定資産除却損 17,696

貸倒引当金繰入額 3,500

特別損失合計 21,702

税金等調整前四半期純利益 365,950

法人税、住民税及び事業税 132,082

法人税等調整額 13,683

法人税等合計 145,766

少数株主損失（△） △3,261

四半期純利益 223,446
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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）

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) 

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 365,950

減価償却費 388,015

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,505

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,014

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,531

受取利息及び受取配当金 △17,944

支払利息 31,608

持分法による投資損益（△は益） △14,537

固定資産除売却損益（△は益） 15,133

売上債権の増減額（△は増加） 1,295,659

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,703

仕入債務の増減額（△は減少） △2,220,190

その他 270,328

小計 △46,322

利息及び配当金の受取額 46,016

利息の支払額 △31,233

法人税等の支払額 △215,297

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,837

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 △418,938

有形固定資産の売却による収入 236,809

無形固定資産の取得による支出 △480

投資有価証券の取得による支出 △1,760

投資有価証券の売却による収入 4,077

関係会社株式の売却による収入 4,000

貸付けによる支出 △33,000

貸付金の回収による収入 378

その他の支出 △2,876

その他の収入 2,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,516

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △168,775

自己株式の取得による支出 △7

配当金の支払額 △159,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △784,419

現金及び現金同等物の期首残高 2,377,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,592,603
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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。 
 
(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
(5) 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20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

   
建設機械事業 

(千円) 

産業機器事業

(千円) 

砕石事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
 3,769,713  4,241,112  107,615  8,118,442 ―  8,118,442

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 13,577  1,180  24  14,782  (14,782) ―

計  3,783,291  4,242,292  107,639  8,133,224  (14,782)  8,118,442

営業利益  110,691  208,435  15,533  334,660  (101,844)  232,815

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な取扱い品目は次のとおりであります。 

   建設機械事業  一般土木機械、アタッチメント、産業用車輌、クレーン 

   産業機器事業  機械要素、油空圧機器、機械装置、電子機器 

   砕石事業    砕石、再生材、廃材、玉石類 

３ 会計処理の方法の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「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」に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間から「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)を適用

しております。これにより営業利益が建設機械事業で14,080千円減少しております。 

 

【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20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  
【海外売上高】 

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) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,203,341  230,211  1,433,552

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ―  8,118,442

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 14.8  2.9  17.7

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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又は地域は、以下のとおりであります。 

   アジア   ：中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

   その他の地域：ヨーロッパ、北米、オセアニア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

(6) 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】 

前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

         （単位：千円） 
前四半期 

（自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日） 
科  目 

金  額 
    

Ⅰ 売 上 高  9,167,458

Ⅱ 売 上 原 価  7,889,073

割賦販売利益繰延調整前売上総利益 1,278,385

Ⅲ 割賦販売利益繰延調整額 37,805

 売 上 総 利 益 1,316,190

Ⅳ 販売費及び一般管理費  1,039,691

 営 業 利 益 276,498

Ⅴ 営 業 外 収 益  

1. 受取利息及び配当金  13,752

2. そ の 他  48,941

 営 業 外 収 益 合 計 62,694

Ⅵ 営 業 外 費 用   

1. 支 払 利 息  28,502

2. そ の 他  10,571

 営 業 外 費 用 合 計 39,074

 経 常 利 益 300,119

Ⅶ 特 別 利 益 7,540

Ⅷ 特 別 損 失 995

 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 306,663

 税 金 費 用 137,777

 少 数 株 主 利 益 1,274

 四 半 期 純 利 益 167,611
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

                                  

前四半期 

平成 20 年３月期 

第１四半期 

区     分 金     額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー  

1. 税金等調整前四半期純利益 306,663 

2. 減価償却費 378,897 

3. 貸倒引当金の増加額 16,072 

4. 賞与引当金の増加額 123,710 

5. 退職給付引当金の増加額 7,250 

6. 受取利息及び受取配当金 △13,752 

7. 支払利息 28,502 

8. 持分法による投資利益 △31,905 

9. 固定資産除売却損益 985 

10. 売上債権の増加額 △53,987 

11. たな卸資産の増加額 △203,412 

12. 仕入債務の減少額 △627,280 

13. その他 △223,551 

     小       計 △291,807 

14. 利息及び配当金の受取額 33,985 

15. 利息の支払額 △28,427 

16. 法人税等の支払額 △423,263 

     営業活動によるキャッシュ･フロー △709,513 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー  

1. 有形固定資産の取得による支出 △223,460 

2. 有形固定資産の売却による収入 234,669 

3. 投資有価証券の取得による支出 △855 

4. 投資有価証券の売却による収入 32 

5. その他投資の取得による支出 △3,593 

6. その他投資の売却による収入 7,159 

7. 貸付による支出 △24,200 

8. 貸付金の回収による収入 15,620 

     投資活動によるキャッシュ･フロー 5,372 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

1. ファイナンス･リース債務の返済による支出 △135,350 

2. 配当金の支払額 △159,296 

     財務活動によるキャッシュ･フロー △294,646 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △998,788 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,296,396 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,297,608 
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(3) セグメント情報 
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
前四半期（平成 20 年３月期第１四半期） 

（単位：千円） 

 建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計 消    去 
又は全社 

連     結 

   売 上 高        

 (1)外部顧客に対 

   する売上高 
4,698,903 4,318,577 149,978 9,167,458 - 9,167,458

 (2)セグメント間の 
   内部売上高又は  
   振替高 

4,244 1,578 - 5,822 (5,822) -

計 4,703,148 4,320,155 149,978 9,173,281 (5,822) 9,167,458

   営 業 費 用  4,563,657 4,107,167 118,580 8,789,404 101,555 8,890,959

   営 業 利 益  139,491 212,987 31,397 383,876 (107,377) 276,498
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