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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 25,305 ― 458 ― 449 ― 303 ―

20年3月期第3四半期 28,900 △0.6 911 △13.1 917 △15.3 493 △15.0

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3四半期 47.58 ―

20年3月期第3四半期 77.50 ―

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3四半期 30,264 9,801 32.2 1,531.45
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3四半期  9,758百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 33,000 △15.9 750 △38.4 750 △40.1 480 △36.1 75.33

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3四半期  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3四半期  243,281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3四半期  6,371,822株 20年3月期第3四半期  6,371,843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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界経済の悪化により、

急激な製品需要の減少と円高が進行し、輸出関連企業を始め企業業績が大幅に悪化するとともに、原油・

資源価格は落ち着きを見せ始めたものの、消費マインドの著しい低下により、個人消費は低迷を続けるな

ど、非常に厳しい状況の中で推移いたしました。 

 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、建機機械の国内販売と海外輸出が低調

に推移するとともに、電子部品・半導体製造装置の販売が設備投資凍結・延期の影響を受けた結果、売上

高は 253 億５百万円、営業利益は４億５千８百万円、経常利益は４億４千９百万円、四半期純利益は３億

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、公共工事の減少に加え、金融危機に伴う海外不動産ファンドの撤退によ

り、資金繰りに行き詰った不動産・建設業の企業倒産が相次ぎ、厳しい状況が続く中、高付加価値商品の

販売強化に努めるとともに、既存顧客の深耕による新たな需要の創造にも努めてまいりました。しかしな

がら、円高と中古建機相場の下落により、建設機械の買換需要が低調に推移するとともに、海外輸出の採

算が悪化した結果、売上高は 126 億９千８百万円、営業利益は１億７千６百万円となりました。 

 

(2)産業機器事業 

産業機器事業におきましては、世界経済の悪化に伴い、大手電子部品・半導体メーカーの設備投資凍結・

延期が相次ぐ中、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に努める

とともに、海外製品の国内展開の強化や生産部品・消耗部品の販売強化にも努めてまいりました。しかし

ながら、設備投資凍結・延期により電子部品・半導体製造装置の販売が低調に推移した結果、売上高は 123

億４千３百万円、営業利益は５億９千６百万円となりました。 

 

(3)砕石事業 

砕石事業におきましては、公共工事の減少に加え、民間工事につきましても陰りを見せる中、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・輸送コストが増加した結果、売上高は

２億６千４百万円、営業損失は０百万円となりました。 

 

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 25 億４千５百万円減少(7.8％)し、302 億６千４百万円となりました。

増減の主な内容は、現金及び預金が７億９千９百万円、受取手形及び売掛金が 22 億１千９百万円減少した

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 億７千８百万円減少(10.8％)し、204 億６千３百万円となりました。

増減の主な内容は、支払手形及び買掛金が 22 億２千２百万円、未払法人税等が２億９百万円減少したこと

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１億４千３百万円増加しましたが、その他有価証

券評価差額金が１億８千３百万円減少したことなどにより、98 億１百万円となりました。この結果、自己

資本比率は 32.2％と前連結会計年度に比べ 2.3 ポイント向上しました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間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７億９千９百万円減少（33.6％）し 15 億７千７百万円となりました。当第３四半期連結

累計期間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３四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は８億８千５百万円となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純利益が５億１千５百万円となったことに加え、売上債権の減少が仕入債務の

減少を上回っ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３四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は９億５千万円となりました。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。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において財務活動による資金の減少は７億３千３百万円となりました。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。 

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、平成 20 年 11 月 11 日に公表いたしました業績予想に修

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３四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、第２四半期連結会計期

間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場合に前連結会計年度において使用した将来の業績予想

やタックス・プランニングを利用する方法、あるいは、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合は前連結会計年度において使用した将来の業績予想

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、そ

れぞれ 11,025 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,584,214 2,383,554

受取手形及び売掛金 14,081,661 16,301,134

商品 2,370,757 2,487,717

製品 16,945 16,558

その他 1,412,500 1,358,200

貸倒引当金 △356,312 △414,593

流動資産合計 19,109,766 22,132,572

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 7,767,351 7,148,630

その他（純額） 1,438,166 1,492,185

有形固定資産合計 9,205,518 8,640,816

無形固定資産 74,269 50,849

投資その他の資産   

投資有価証券 992,315 1,340,393

その他 1,322,821 1,048,962

貸倒引当金 △440,191 △403,948

投資その他の資産合計 1,874,946 1,985,407

固定資産合計 11,154,734 10,677,073

資産合計 30,264,500 32,809,645

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,515,462 14,738,064

短期借入金 3,690,000 3,690,000

未払法人税等 7,387 216,444

賞与引当金 90,585 182,848

役員賞与引当金 15,000 20,000

割賦利益繰延 1,245,542 1,297,363

その他 1,839,218 1,630,786

流動負債合計 19,403,195 21,775,507

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 205,230 212,609

役員退職慰労引当金 82,477 176,400

その他の引当金 350,077 343,595

その他 122,036 133,079

固定負債合計 1,059,821 1,165,685

負債合計 20,463,017 22,941,192
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,702,274 7,558,410

自己株式 △229,559 △229,529

株主資本合計 9,669,895 9,526,061

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111,960 295,110

為替換算調整勘定 △23,788 △1,535

評価・換算差額等合計 88,171 293,575

少数株主持分 43,417 48,816

純資産合計 9,801,483 9,868,453

負債純資産合計 30,264,500 32,809,645
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 25,305,775

売上原価 21,862,957

差引売上総利益 3,442,818

割賦販売未実現利益戻入額 397,361

割賦販売未実現利益繰入額 373,515

売上総利益 3,466,664

販売費及び一般管理費 3,008,301

営業利益 458,362

営業外収益  

受取利息 16,808

受取配当金 18,760

持分法による投資利益 39,694

その他 48,254

営業外収益合計 123,518

営業外費用  

支払利息 101,854

その他 30,631

営業外費用合計 132,486

経常利益 449,394

特別利益  

固定資産売却益 8,382

投資有価証券売却益 244

収用補償金 102,389

貸倒引当金戻入額 20,291

償却債権取立益 6,238

特別利益合計 137,545

特別損失  

固定資産売却損 511

固定資産除却損 26,746

投資有価証券評価損 38,652

貸倒引当金繰入額 5,750

特別損失合計 71,660

税金等調整前四半期純利益 515,279

法人税、住民税及び事業税 200,396

法人税等調整額 17,122

法人税等合計 217,518

少数株主損失（△） △5,399

四半期純利益 303,160

-6-

㈱南陽（7417） 平成21年3月期 第3四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 515,279

減価償却費 1,157,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,038

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,262

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,379

受取利息及び受取配当金 △35,568

支払利息 101,854

持分法による投資損益（△は益） △39,694

投資有価証券売却損益（△は益） △244

投資有価証券評価損益（△は益） 38,652

固定資産除売却損益（△は益） 18,875

売上債権の増減額（△は増加） 2,344,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 116,425

仕入債務の増減額（△は減少） △2,222,602

その他 △472,957

小計 1,400,669

利息及び配当金の受取額 69,113

利息の支払額 △101,487

法人税等の支払額 △483,126

営業活動によるキャッシュ・フロー 885,169

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 △1,589,596

有形固定資産の売却による収入 837,340

無形固定資産の取得による支出 △34,729

投資有価証券の取得による支出 △8,479

投資有価証券の売却による収入 5,731

関係会社株式の売却による収入 4,000

貸付けによる支出 △114,219

貸付金の回収による収入 21,927

その他の支出 △88,696

その他の収入 16,267

投資活動によるキャッシュ・フロー △950,453

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 △574,544

自己株式の取得による支出 △30

配当金の支払額 △159,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △733,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △799,355

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 1,577,668
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
 12,698,428  12,343,179  264,166  25,305,775 ―  25,305,775

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 19,689  9,541  24  29,254  (29,254) ―

計  12,718,117  12,352,721  264,190  25,335,029  (29,254)  25,305,775

営業利益又は営業損失（△）  176,538  596,764  △13  773,290  (314,927)  458,362

(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、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。 

これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益が建設機械事業で11,025千円減少しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,614,894  727,134  3,342,028

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ―  25,305,775

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 10.3  2.9  13.2

(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。 
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(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 

平成 20 年３月期 

第３四半期 科  目 
金  額 

    

Ⅰ 売 上 高  28,900,603

Ⅱ 売 上 原 価  25,022,093

割賦販売利益繰延調整前売上総利益 3,878,510

Ⅲ 割賦販売利益繰延調整額 111,764

 売 上 総 利 益 3,990,274

Ⅳ 販売費及び一般管理費  3,078,922

 営 業 利 益 911,352

Ⅴ 営 業 外 収 益  

1. 受取利息及び配当金  34,867

2. そ の 他  90,204

 営 業 外 収 益 合 計 125,071

Ⅵ 営 業 外 費 用   

1. 支 払 利 息  91,568

2. そ の 他  26,971

 営 業 外 費 用 合 計 118,540

 経 常 利 益 917,883

Ⅶ 特 別 利 益 287,126

Ⅷ 特 別 損 失 265,537

 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 939,471

 税 金 費 用 438,430

 少 数 株 主 利 益 7,222

 四 半 期 純 利 益 493,818
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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３四半期 

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 939,471 

2. 減価償却費 905,391 

3. 貸倒引当金の増加額 100,475 

4. 賞与引当金の減少額 △95,357 

5. 退職給付引当金の増加額 10,287 

6. 受取利息及び受取配当金 △34,867 

7. 支払利息 91,568 

8. 持分法による投資利益 △45,600 

9. 固定資産除売却損益 25,096 

10. 売上債権の減少額 721,774 

11. たな卸資産の増加額 △1,135,191 

12. 仕入債務の増加額 1,197,564 

13. その他 △704,269 

     小       計 1,976,345 

14. 利息及び配当金の受取額 53,738 

15. 利息の支払額 △91,345 

16. 法人税等の支払額 △769,432 

     営業活動によるキャッシュ･フロー 1,169,305 

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 △1,868,012 

2. 有形固定資産の売却による収入 903,923 

3. 無形固定資産の取得による支出 △1,602 

4. 投資有価証券の取得による支出 △5,743 

5. 投資有価証券の売却による収入 831 

6. その他投資の取得による支出 △207,261 

7. その他投資の売却による収入 22,385 

8. 貸付による支出 △69,200 

9. 貸付金の回収による収入 86,803 

     投資活動によるキャッシュ･フロー △1,137,875 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

1. 短期借入金の純増加額 300,000 

2. ファイナンス･リース債務の返済による支出 △526,405 

3. 自己株式の取得による支出 △8 

4. 配当金の支払額 △159,296 

     財務活動によるキャッシュ･フロー △385,711 

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 △354,280 

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 2,942,115 
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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３四半期） 

（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 
15,376,623 13,222,057 301,922 28,900,603 ― 28,900,603

 (2)セグメント間の 
   内部売上高又は  
   振替高 

12,539 5,486 ― 18,025 (18,025) ―

計 15,389,162 13,227,543 301,922 28,918,629 (18,025) 28,900,603

   営 業 費 用  14,825,312 12,582,715 285,477 27,693,505 295,746 27,989,251

   営 業 利 益  563,850 644,828 16,445 1,225,124 (313,772) 911,352
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