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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 1,490 ― 64 ― 55 ― 47 ―

20年3月期第2四半期 1,602 5.2 146 76.3 134 87.4 130 34.4

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2四半期 5.69 ―

20年3月期第2四半期 15.72 ―

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2四半期 3,141 811 25.8 97.79
20年3月期 3,213 760 23.6 91.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  811百万円 20年3月期  760百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 3,040 △2.6 149 △35.6 125 △39.3 113 △35.7 13.71

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  8,353,645株 20年3月期  8,353,645株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  53,704株 20年3月期  49,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  8,302,497株 20年3月期第2四半期  8,309,248株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月14日に公表いたしました業績予想のうち通期につきましては、本資料において修正しております。 
２．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載の予想数値と
異なる可能性があります。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高止まりに加え、サブプライムローン問題

の深刻化による国際的金融危機の招来により実体経済への先行き影響懸念が強まり、設備投資の減速、個人消費の伸

び悩みが鮮明となり、国内景気は減速から後退局面の様相を呈してまいりました。 

 当社にとりましては、主力製品であるウインチが関連いたします建設業界が、改正建築基準法の問題に続き急速な

住宅市場の冷え込みや建設資材の高騰などにより引き続き不振であることや、バランサ製品が設備投資の動向に左右

されることより、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。 

 このような情勢の中で、当社は、ウインチ製品において小型標準品の落ち込みをカバーするべく中・大型の特殊品

の受注活動に注力するとともに、バランサ製品において液晶・太陽電池関連などの設備投資が活発な業種・企業に的

を絞り受注活動を強化いたしました。その結果、ウインチ製品の売上高は、前年同期比14.9％の減少に止めることが

でき、またバランサ製品では前年同期比6.4％減少したものの前年下半期に対しては10.3％の増加となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期比7.0％減の1,490,089千円となりました。また、損益面で

は売上高減少に伴い経費の節減に努めましたが、売上高に対する製造経費率が相対的に上昇した影響等により売上総

利益率が前年同期比3.4ポイント悪化し、営業利益64,622千円（前年同期比55.8％減）、経常利益55,593千円（前年

同期比58.6％減）となりました。四半期純利益につきましては、投資有価証券の評価損が発生したことにより47,207

千円（前年同期比63.9％減）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は3,141,510千円となり、前事業年度末に比べ72,405千円減少いたしました。その

主な要因は、流動資産が受取手形の減少等により2,103,103千円となり前事業年度末に比べ62,278千円減少したこと

によるものであります。 

 当第２四半期末における負債合計は2,329,875千円となり、前事業年度末に比べ124,016千円減少いたしました。そ

の主な要因は、流動負債が支払手形・買掛金の減少等により1,648,981千円となり前事業年度末に比べ60,594千円減

少したこと、また固定負債が関係会社長期借入金の約定返済により680,893千円となり前事業年度末に比べ63,421千

円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期末における純資産合計は、811,635千円となり、前事業年度末に比べ51,610千円増加いたしました。

その主な要因は、利益剰余金が47,207千円増加したほか、その他有価証券評価差額金が4,770千円増加したことによ

るものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 今後のわが国経済の見通しは、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の拡大に伴い、円高・

株安や輸出の後退など実体経済面への悪影響が懸念され、景気の先行き不透明感が増していくものと予想されます。

 当社といたしましてもさらなる危機意識をもって、営業部門・技術部門の連携のもと主力製品であるウインチ及び

バランサの受注活動を強化し売上高確保を図るとともに、生産の効率化・経費の節減を図り利益確保を目指してまい

ります。 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績の見直し

を行った結果、平成20年５月14日付「平成20年３月期決算短信（非連結）」にて公表いたしました平成21年３月期通

期の業績予想を今回修正しております。 

 通期の業績予想につきましては、売上高3,040百万円（前期比2.6％減）、営業利益149百万円（同35.6％減）、経

常利益125百万円（同39.3％減）、当期純利益113百万円（同35.7％減）を見込んでおります。 

 なお、平成20年５月14日付「平成20年３月期決算短信（非連結）」にて公表いたしました通期の業績予想との差異

は以下のとおりであります。 

（通期） 

   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 

 前回発表予想（Ａ） 3,200 194 162 155 18  75 

 今回修正予想（Ｂ） 3,040 149 125 113 13  71 

 増減額（Ｂ－Ａ） △159 △45 △36 △41 － 

 増減率（％） △5.0 △23.2 △22.7 △26.9 － 

 前期実績 3,122 231 206 176 21  30 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

  

(2) 四半期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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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」（企業会計基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、製品につ 

いては主として先入先出法による原価法から先入先出法による原価法（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）、原材料・仕掛品については移動平均法による原価法から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）に評価基準を変更しております。 

  これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③ 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）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）が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期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、第１四半期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。 

  これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

  当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、これまでの５～17年から10～17年に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 313,037 220,998

受取手形及び売掛金 964,415 1,143,207

製品 224,810 218,494

原材料 536,322 514,263

仕掛品 47,291 53,699

その他 17,251 15,079

貸倒引当金 △25 △360

流動資産合計 2,103,103 2,165,381

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 159,993 165,347

土地 723,755 723,755

その他（純額） 54,535 60,450

有形固定資産合計 938,285 949,553

無形固定資産 15,471 15,542

投資その他の資産   

投資有価証券 40,755 40,127

出資金 24,520 24,520

破産更生債権等 22,161 22,184

その他 19,375 18,791

貸倒引当金 △22,161 △22,184

投資その他の資産合計 84,650 83,438

固定資産合計 1,038,407 1,048,534

資産合計 3,141,510 3,213,916
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 556,604 590,700

短期借入金 850,000 450,000

関係会社短期借入金 19,193 －

短期株主借入金 － 432,724

1年内返済予定の関係会社長期借入金 122,000 －

１年以内に返済予定の長期株主借入金 － 119,400

未払法人税等 5,597 29,486

賞与引当金 23,500 23,500

その他 72,086 63,765

流動負債合計 1,648,981 1,709,576

固定負債   

関係会社長期借入金 467,500 －

長期株主借入金 － 527,500

退職給付引当金 212,013 216,415

その他 1,380 400

固定負債合計 680,893 744,315

負債合計 2,329,875 2,453,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △79,593 △126,801

自己株式 △7,708 △7,341

株主資本合計 810,195 763,355

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,440 △3,330

評価・換算差額等合計 1,440 △3,330

純資産合計 811,635 760,024

負債純資産合計 3,141,510 3,213,916
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(2) 四半期損益計算書 
(第２四半期累計期間) 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,490,089

売上原価 1,130,016

売上総利益 360,072

販売費及び一般管理費 295,450

営業利益 64,622

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 523

受取賃貸料 3,027

保険配当金 4,235

その他 2,049

営業外収益合計 9,866

営業外費用  

支払利息 15,537

その他 3,358

営業外費用合計 18,895

経常利益 55,593

特別利益  

貸倒引当金戻入額 358

特別利益合計 358

特別損失  

投資有価証券評価損 5,374

特別損失合計 5,374

税引前四半期純利益 50,577

法人税、住民税及び事業税 3,369

法人税等合計 3,369

四半期純利益 47,207
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  1,602,940  100.0

Ⅱ 売上原価  1,159,945  72.4

売上総利益  442,994  27.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  296,748  18.5

営業利益  146,246  9.1

Ⅳ 営業外収益  21,611  1.3

Ⅴ 営業外費用  33,449  2.0

経常利益  134,408  8.4

Ⅵ 特別利益  3,708  0.2

Ⅶ 特別損失  6,532  0.4

税引前中間純利益  131,584  8.2

法人税、住民税及び事業税  926  0.0

中間純利益  130,658  8.2
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