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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 1,911 ― 64 ― 72 ― 39 ―
20年3月期第1四半期 2,376 11.2 205 1.7 213 16.8 123 14.6

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 6.38 ―
20年3月期第1四半期 19.88 ―

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 10,275 4,632 45.1 747.43
20年3月期 10,551 4,644 44.0 749.40

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  4,632百万円 20年3月期  4,644百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.50 8.50

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  有   

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 4,100 ― 220 ― 220 ― 100 ― 16.14
通期 8,600 △7.6 450 △41.3 460 △34.2 220 △42.2 35.50

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、4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、4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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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 有

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 6,200,000株 20年3月期 6,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 2,380株 20年3月期 2,380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 6,197,620株 20年3月期第1四半期 6,198,320株



【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、原油価格の高騰及び原材料価格の上昇、サブプライムローン問

題を背景とする米国経済の減速、インフレによる新興国の成長鈍化等により景気は減速しました。 

 当業界におきましては、海外市場ではアジア・中東地域は堅調に推移しましたが、米国や欧州では住宅投資の減少

等により低迷しました。国内においては建設工事の減少、資材費高騰等による購買意欲の鈍化やレンタル事業者の稼

働率の低下等により需要が落ち込みました。 

 このような環境のもとで当社および連結子会社は、主力商品の油圧ブレーカー・圧砕機、環境関連機器の販売に注

力してまいりましたが、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,911百万円（前年同期比19.6％減）、営業利

益64百万円（前年同期比68.5％減）、経常利益72百万円（前年同期比66.1％減）、第１四半期純利益39百万円（前年

同期比67.9％減）となり前年比減少に終わりました。 

 当第１四半期連結会計期間の事業部門の概況は次のとおりであります。 

「建設機械」 

 油圧ブレーカーに関しては、公共投資の減少やレンタル会社の統廃合により、売上高は97百万円（前年同期比

33.7％減）となりました。圧砕機に関しましては、大型解体工事やビル・マンション解体工事が減少し、売上高は

776百万円（前年同期比21.3％減）となりました。 

その結果、建設機械全体では1,458百万円（前年同期比17.7％減）となりました。 

「環境機械」 

 環境機械は、販売経路の拡大を図りましたが、許認可の遅れや廃木材の需要の減少により売上高は50百万円（前

年同期比54.1％減）となりました。 

「海外事業」 

 海外事業は、アジア及び中東の販売は好調でしたが、欧州及び米国子会社での売上減少をカバーしきれず、全体

では売上高402百万円（前年同期比18.5％減）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、負債及び純資産の部 

 （資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産の残高は、10,275百万円（前連結会計年度末10,551百万円）となり275百万

円減少しました。商品が108百万円増加したものの、現金預金の減少176百万円、受取手形及び売掛金の減少218百

万円が計上されたことが主な要因です。 

  

 （負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の残高は、5,643百万円（前連結会計年度末5,906百万円）となり263百万円

減少しました。流動負債は、主として支払手形及び買掛金が201百万円減少したこと等により前連結会計年度末に

比べ178百万円減少し、4,530百万円となりました。固定負債は、長期借入金が91百万円減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べて84百万円減少し、1,112百万円となりました。 

  

 （純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は、4,632百万円（前連結会計年度末4,644百万円）となり12百万円

減少しました。利益剰余金の減少13百万円が減少要因です。 

  



②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ176百万円減少し、2,586百万円（前年同期比6.4％減）となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況とそ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１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は28百万円（前年同期108百万円支出）とな

りました。これは主に税金等調整前四半期純利益72百万円や売上債権の減少額216百万円がありましたが、仕入

債務の減少額180百万円やたな卸資産の増加額164百万円が計上され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１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は33百万円（前年同期69百万円支出）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45百万円、有形固定資産の売却による収入16百万円が計上さ

れたこと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１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は114百万円（前年同期203百万円収入）とな

りました。これは長期借入金の返済による支出76百万円、配当金の支払による支出38百万円が計上されたことに

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 

 当業界での国内需要は、建設工事の減少や資材費高騰など機械の買控えが見込まれ、更なる減速が懸念されま

す。海外需要は、油圧ショベルを中心に米国及び欧州は減少傾向にありますが、アジア・中東地域は堅調に推移

すると予想されます。このような厳しい環境の下、国内、海外とも売上増強等に鋭意注力してまいる所存ながら

平成20年５月16日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を下記のとおり見

直しました。 

第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～９月30日） 

  通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

  

  
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

 前回発表予想（Ａ） 
 百万円

4,500

 百万円

270

百万円

240

百万円

135

円 銭

21.78

 今回発表予想（Ｂ） 4,100 220 220 100 16.14

 増減額（Ｂ－Ａ） △400 △50 △20 △35 － 

 増減率（％） △8.9 △18.5 △8.3 △25.9 － 

 前中間期実績 4,798 434 421 232 37.55

  

  
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 

 前回発表予想（Ａ） 
 百万円

9,400

 百万円

600

百万円

550

百万円

300

円 銭  

48.41

 今回発表予想（Ｂ） 8,600 450 460 220 35.50

 増減額（Ｂ－Ａ） △800 △150 △90 △80 － 

 増減率（％） △8.5 △25.0 △16.4 △26.7 － 

 前期実績 9,307 766 699 380 61.41



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簡便的な会計処理 

 ⅰ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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

ⅱ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する方法によってお

ります。 

ⅲ経過勘定項目の算定方法 

 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。 

 ⅳ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等、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。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ⅰ税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 ③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、主として個別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）により算定しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 



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 2,754,071 2,931,046

受取手形及び売掛金 2,009,090 2,227,421

商品 1,291,728 1,183,242

製品 153,509 117,678

原材料 1,102,104 1,112,148

その他 276,498 328,334

貸倒引当金 △2,829 △3,372

流動資産合計 7,584,174 7,896,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 385,783 379,543

機械装置及び運搬具（純額） 404,081 379,576

土地 1,482,126 1,482,126

その他（純額） 20,574 20,580

有形固定資産合計 2,292,565 2,261,826

無形固定資産   

その他 125,215 125,712

無形固定資産合計 125,215 125,712

投資その他の資産   

その他 295,755 289,144

貸倒引当金 △22,116 △22,117

投資その他の資産合計 273,639 267,027

固定資産合計 2,691,419 2,654,566

資産合計 10,275,594 10,551,065



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,962,394 2,163,604

短期借入金 1,700,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 413,928 398,976

未払法人税等 38,232 101,915

賞与引当金 41,941 118,827

役員賞与引当金 3,162 34,850

その他 370,869 191,092

流動負債合計 4,530,528 4,709,264

固定負債   

長期借入金 817,076 908,721

退職給付引当金 232,587 226,491

役員退職慰労引当金 62,137 60,000

その他 998 2,066

固定負債合計 1,112,799 1,197,279

負債合計 5,643,327 5,906,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,000,265

利益剰余金 2,576,565 2,589,688

自己株式 △848 △848

株主資本合計 4,625,681 4,638,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,796 6,936

為替換算調整勘定 △2,211 △1,220

評価・換算差額等合計 6,584 5,716

純資産合計 4,632,266 4,644,521

負債純資産合計 10,275,594 10,551,065



（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 1,911,048

売上原価 1,308,119

売上総利益 602,929

販売費及び一般管理費 538,348

営業利益 64,580

営業外収益  

受取利息 3,360

受取配当金 414

為替差益 11,409

固定資産売却益 8,322

その他 3,333

営業外収益合計 26,840

営業外費用  

支払利息 12,584

債権売却損 4,425

その他 1,889

営業外費用合計 18,899

経常利益 72,521

税金等調整前四半期純利益 72,521

法人税等 32,965

四半期純利益 39,556



（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 72,521

減価償却費 39,494

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,885

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） △544

受取利息及び受取配当金 △3,774

支払利息 12,584

為替差損益（△は益） △1,112

固定資産除売却損益（△は益） △8,236

売上債権の増減額（△は増加） 216,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,323

仕入債務の増減額（△は減少） △180,067

その他の資産の増減額（△は増加） 47,762

その他の負債の増減額（△は減少） 145,770

小計 75,914

利息及び配当金の受取額 4,260

利息の支払額 △13,015

法人税等の支払額 △95,375

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,215

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 △45,272

有形固定資産の売却による収入 16,897

貸付金の回収による収入 453

敷金及び保証金の差入による支出 △1,444

敷金及び保証金の回収による収入 277

保険積立金の積立による支出 △2,783

長期前払費用の取得による支出 △1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,372

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △76,693

配当金の支払額 △38,182

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,875

現金及び現金同等物に係る換算差額 △511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,974

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,586,071



（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 

ａ．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） 

 当社及び連結子会社は同一セグメントに属する建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関連機

器の製造及び販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

ｂ．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) 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 

ｃ．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) 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・アメリカ 

その他・・オランダ・シンガポール・フィリピン・スペイン・クロアチア 

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。 

  
日本 
（千円） 

北米 
（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 1,671,561 239,487 1,911,048 － 1,911,048 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
113,098 － 113,098 (113,098) － 

計 1,784,659 239,487 2,024,147 (113,098) 1,911,048 

営業利益 54,256 10,920 65,176 (595) 64,580 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 239,487 163,062 402,549 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 1,911,048 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
12.5 8.5 21.1 



「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 （単位：千円） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 2,376,428 

Ⅱ 売上原価 1,654,564 

売上総利益 721,863 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 516,523 

営業利益 205,340 

Ⅳ 営業外収益   

 受取利息 2,853 

 固定資産売却益 9,763 

 その他 11,200 

 営業外収益合計 23,816 

Ⅴ 営業外費用   

 支払利息 7,323 

 借入手数料 6,709 

 その他 1,381 

営業外費用合計 15,413 

経常利益 213,743 

税金等調整前四半期 
純利益  

213,743 

税金費用 90,494 

四半期純利益  123,248 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 （単位：千円） 

 
前年同四半期 

（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 

  

 税金等調整前四半期純利益 213,743 

 減価償却費 35,050 

 のれん償却額 6,510 

 賞与引当金の増減額 53,725 

 役員賞与引当金の増減額 8,262 

 退職給付引当金の増減額 11,700 

 役員退職慰労引当金の増減
額 

1,737 

 貸倒引当金の増減額 △929 

 受取利息及び受取配当金 △3,254 

 支払利息 7,323 

為替差損益 △1,119 

 固定資産除売却損 358 

 固定資産売却益 △9,763 

 売上債権の増減額 △111,473 

 たな卸資産の増減額 △192,561 

 仕入債務の増減額 167,764 

 その他資産の増減額 △24,233 

 その他負債の増減額 △62,346 

小計 100,493 

 利息及び配当金の受取額 3,231 

 利息の支払額 △6,366 

 法人税等の支払額 △206,177 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△108,819 

 



 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅱ 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 

△92,955 

 有形固定資産の売却による
収入 

20,318 

 無形固定資産の取得による
支出 

△2,445 

 投資有価証券の償還による
収入 

5,623 

 貸付金の回収による収入 606 

 敷金・保証金の支出 △281 

 敷金・保証金の回収による
収入 

1,270 

 保険積立金の積立による支
出 

△2,467 

 長期前払費用の支出 685 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△69,645 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

 短期借入金の増減額 285,000 

 長期借入れによる収入 71,156 

 長期借入金の返済による支
出 

△113,604 

 配当金の支払額 △39,054 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

203,497 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換 
算差額 

△381 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 24,650 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残 
高 

1,304,910 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残 
高 

1,329,561 
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