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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,146 ― 241 ― 237 ― 106 ―

20年3月期第2四半期 4,798 6.6 434 △2.1 421 3.9 232 △26.2

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 17.25 ―

20年3月期第2四半期 37.55 ―

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 10,511 4,699 44.7 758.31
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2四半期  4,699百万円 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 ― 0.00 ― 8.50 8.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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 
（将来に関する記述などについてのご注意） 
 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2四半期  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2四半期  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2四半期  6,197,620株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、建築基準法改正の影響の長期化、原材料価格の高騰、米国の

サブプライムローン問題をきっかけにした世界経済の同時減速等により、景気は後退局面に入ってまいりました。

 当業界におきましては、海外市場ではアジア・中東地域など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、資材の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グループは、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２四半期連結累計期間の業績は、売上高4,146百万円（前年同期比13.6％減）、営業利益241

百万円（前年同期比44.5％減）、経常利益237百万円（前年同期比43.6％減）、四半期純利益106百万円（前年同期

比54.1％減）となりました。 

当第２四半期連結累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285百万円（前年同期比

4.2％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

1,561百万円（前年同期比25.0％減）となりました。その結果、建設機械全体では3,034百万円（前年同期比15.7％

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234百万円

（前年同期比16.0％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堅調でしたが、米国の金融不安が波及し米国及び欧州の景気が後退した影

響で、海外事業では売上高877百万円（前年同期比4.7％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２四半期連結会計期間末の資産の残高は、10,511百万円（前連結会計年度末10,551百万円）となり39百万円

減少しました。建設仮勘定が134百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が177百万円減少したこと等が主な要

因です。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債の残高は、5,811百万円（前連結会計年度末5,906百万円）となり94百万円減

少しました。短期借入金が250百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が323百万円減少したこと等が主な要因

です。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は、4,699百万円（前連結会計年度末4,644百万円）となり55百万円

増加しました。利益剰余金が54百万円増加したこと等が主な要因です。 

②キャッシュフローの状況 

 当第２四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

４百万円増加し、2,767百万円となりました。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２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は80百万円（前年同期1,052百万円収入）とな

りました。これは主に税金等調整前四半期純利益201百万円や売上債権の減少額179百万円がありましたが、仕入債

務の減少額361百万円やたな卸資産の増加額83百万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２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は154百万円（前年同期166百万円支出）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190百万円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２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は250百万円（前年同期634百万円収入）となり

ました。これは長期借入金の返済による支出197百万円がありましたが、短期借入金の純増加額が250百万円、長期

借入れによる収入250百万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 
 平成２１年３月期の連結業績予想につきましては、概ね計画通り推移していることから平成２０年８月１２日に

公表しました連結業績予想に変更はありません。 



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２四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２四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日以後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、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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,935,308 2,931,046

受取手形及び売掛金 2,049,972 2,227,421

商品及び製品 1,373,932 1,300,921

原材料及び貯蔵品 1,091,645 1,124,335

その他 283,153 316,147

貸倒引当金 △3,210 △3,372

流動資産合計 7,730,802 7,896,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 352,246 379,543

機械装置及び運搬具（純額） 396,141 379,576

土地 1,482,126 1,482,126

その他（純額） 151,997 20,580

有形固定資産合計 2,382,512 2,261,826

無形固定資産   

その他 125,094 125,712

無形固定資産合計 125,094 125,712

投資その他の資産   

その他 295,024 289,144

貸倒引当金 △22,115 △22,117

投資その他の資産合計 272,908 267,027

固定資産合計 2,780,516 2,654,566

資産合計 10,511,318 10,551,065



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,840,429 2,163,604

短期借入金 1,950,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 452,042 398,976

未払法人税等 94,232 101,915

賞与引当金 98,680 118,827

役員賞与引当金 9,487 34,850

その他 157,288 191,092

流動負債合計 4,602,161 4,709,264

固定負債   

長期借入金 908,498 908,721

退職給付引当金 235,669 226,491

役員退職慰労引当金 64,274 60,000

その他 998 2,066

固定負債合計 1,209,440 1,197,279

負債合計 5,811,601 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 2,643,888 2,589,688

自己株式 △848 △848

株主資本合計 4,693,004 4,638,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,129 6,936

為替換算調整勘定 △416 △1,220

評価・換算差額等合計 6,712 5,716

純資産合計 4,699,716 4,644,521

負債純資産合計 10,511,318 10,551,065



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,146,538

売上原価 2,845,104

売上総利益 1,301,433

販売費及び一般管理費 1,060,322

営業利益 241,111

営業外収益  

受取利息 6,475

受取配当金 414

為替差益 3,250

固定資産売却益 19,721

その他 5,518

営業外収益合計 35,379

営業外費用  

支払利息 25,750

債権売却損 9,439

その他 3,847

営業外費用合計 39,038

経常利益 237,452

特別損失  

固定資産除却損 35,601

特別損失合計 35,601

税金等調整前四半期純利益 201,851

法人税等 94,972

四半期純利益 106,879



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 201,851

減価償却費 79,230

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,146

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,362

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,274

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164

受取利息及び受取配当金 △6,889

支払利息 25,750

為替差損益（△は益） 12,407

固定資産除売却損益（△は益） 16,499

売上債権の増減額（△は増加） 179,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,180

仕入債務の増減額（△は減少） △361,835

その他の資産の増減額（△は増加） 29,050

その他の負債の増減額（△は減少） △21,837

小計 38,018

利息及び配当金の受取額 7,211

利息の支払額 △26,445

法人税等の支払額 △99,196

営業活動によるキャッシュ・フロー △80,411

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 △190,530

有形固定資産の売却による収入 42,850

無形固定資産の取得による支出 △340

貸付金の回収による収入 1,044

敷金及び保証金の差入による支出 △2,322

敷金及び保証金の回収による収入 1,660

保険積立金の積立による支出 △5,586

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 △154,724

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △197,156

配当金の支払額 △52,354

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,262

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 2,767,308



（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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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・マレーシア・コロンビア・イラン 

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 3,569,457 577,081 4,146,538 － 4,146,538 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
244,967 － 244,967 (244,967) － 

計 3,814,424 577,081 4,391,506 (244,967) 4,146,538 

営業費用 3,626,808 539,260 4,166,069 (260,642) 3,905,427 

営業利益 187,616 37,820 225,436 15,674 241,111 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 577,081 300,229 877,311 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 4,146,538 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
13.9 7.2 21.2 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   4,798,290 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,318,744 69.2 

売上総利益   1,479,546 30.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,044,801 21.7 

営業利益   434,744 9.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 5,827     

２．受取配当金 401     

３．固定資産売却益 21,295     

４．保険解約返戻金 192     

５．その他 10,390 38,107 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 17,195     

２．借入手数料 12,591     

３．債権譲渡損 8,470     

４．固定資産売却損 560     

５．為替差損 9,565     

６．その他 3,305 51,687 1.1 

経常利益   421,164 8.8 

税金等調整前中間純利益   421,164 8.8 

法人税、住民税及び事業
税 133,436     

法人税等調整額 55,009 188,446 3.9 

中間純利益   232,718 4.9 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 421,164 

減価償却費等 71,135 

のれん償却額 13,020 

賞与引当金の増減額 9,036 

役員賞与引当金の増減額 △17,988 

退職給付引当金の増減額 △2,305 

役員退職慰労引当金の増
減額 

△50,125 

貸倒引当金の増減額 1,391 

受取利息及び受取配当金 △6,228 

投資有価証券償還益 △1,117 

支払利息 17,195 

為替差損益 3,093 

固定資産除売却損 560 

固定資産売却益 △21,295 

売上債権の増減額 908,905 

たな卸資産の増減額 △178,325 

仕入債務の増減額 103,877 

その他資産の増減額 53,999 

その他負債の増減額 △49,682 

小計 1,276,312 

利息及び配当金の受取額 6,125 

利息の支払額 △22,832 

法人税等の支払額 △207,547 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,052,057 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

有価証券の取得による支
出 

△58,025 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△161,022 

有形固定資産の売却によ
る収入 42,067 

投資有価証券の償還によ
る収入 16,267 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△2,445 

貸付金の回収による収入 1,215 

敷金・保証金の支出 △291 

敷金・保証金の回収によ
る収入 1,867 

保険積立金の積立による
支出 

△4,941 

長期前払費用の支出  △755 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△166,065 

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 1,000,000 

長期借入れによる収入 115,460 

長期借入金の返済による
支出 

△428,858 

配当金の支払額 △52,442 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 634,159 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△4,228 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 1,515,923 

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中間
期末残高 2,820,833 
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