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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 452 △33.0 △97 ― △99 ― △101 ―

21年3月期第1四半期 675 ― 14 ― 12 ― 5 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.20 ―

21年3月期第1四半期 0.65 ―

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

22年3月期第1四半期 2,779 705 25.4 85.01
21年3月期 3,035 802 26.4 96.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  705百万円 21年3月期  802百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,000 △32.9 △139 ― △148 ― △151 ― △18.27

通期 2,320 △20.1 △121 ― △144 ― △150 ― △18.17
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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  有  
（注）詳細は、５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、５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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,353,645株 21年3月期  8,353,645株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  59,977株 21年3月期  58,392株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,295,236株 21年3月期第1四半期 8,303,442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．上記業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年８月６日付の「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的な金融危機と不況の影響による過去に例のない急激な

景気悪化に持ち直しの兆しがあるものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷が続いており、依

然として非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 当社にとりましても、主力製品であるウインチが関連いたします建設業界が、景気の悪化に伴う住宅需要の冷え込

みや民間建設投資の抑制により厳しい経営環境が続いていることや、バランサ製品が急激な企業収益環境の悪化によ

る設備投資抑制の影響を大きく受け、幅広い業種で受注環境が悪化し、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「攻め」の施策として、受注確保を最優先とし、引き合い処理の迅速化、提案型営

業の強化を図り、太陽光発電用パネルの施工用荷揚機や大型電動バランサの開発などに取り組みました。また、「守

り」の施策として、内製化の推進による工場稼働率のアップ、資材調達コストの引き下げや諸経費の節減などに取り

組み、損益分岐点売上高の引き下げによる採算性の維持向上に努めました。 

 しかしながら、当社を取り巻く受注環境の悪化は予想をはるかに上回り、かつて経験したことのない厳しい状況に

あり、ウインチ製品の売上高は前年同四半期比25.9％の減少、バランサ製品では前年同四半期比53.5％の大幅な減少

を余儀なくされました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は前年同四半期比33.0％減の452,462千円となりました。また、損益

面では、主力製品の大幅な売上高減少に伴う工場稼働率の低下により固定経費を吸収することができず、諸経費の節

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四半期比14.7

ポイント悪化し、営業損失97,653千円（前年同四半期は14,997千円の営業利益）、経常損失99,566千円（同12,695千

円の経常利益）、四半期純損失101,198千円（同5,402千円の四半期純利益）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における総資産は2,779,516千円となり、前事業年度末に比べ255,941千円減少いたしま

した。その主な要因は、流動資産が売掛金の減少等により1,766,524千円となり、前事業年度末に比べ254,517千円

減少したことによるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は2,074,462千円となり、前事業年度末に比べ158,953千円減少いたし

ました。その主な要因は、流動負債が支払手形の減少等により1,489,625千円となり、前事業年度末に比べ128,363

千円減少し、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により584,837千円となり、前事業年度末に比べ30,590

千円減少したことによるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は705,054千円となり、前事業年度末に比べ96,987千円減少いたし

ました。その主な要因は、利益剰余金が101,198千円減少したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は349,285千円となり、

前事業年度末に比べ43,586千円減少いたしました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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） 

営業活動の結果支出した資金は2,263千円（前年同四半期は33,463千円の獲得）となりました。主な要因は、

売上債権の減少191,536千円等のプラス要因がありましたが、税引前四半期純損失99,513千円、仕入債務の減少

102,125千円、損害賠償金の支払額17,800千円等のマイナス要因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） 

投資活動の結果支出した資金は1,404千円（前年同四半期は6,023千円の支出）となりました。主な要因は、有

形固定資産の取得による支出639千円、従業員貸付による支出800千円等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） 

財務活動の結果支出した資金は39,918千円（前年同四半期は40,580千円の支出）となりました。主な要因は、

関係会社長期借入金の約定返済30,000千円と関係会社短期借入金の純減額9,794千円によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 最近の業績動向を踏まえ、平成21年５月14日に公表いたしました平成22年３月期第２四半期累計期間及び通期の業

績予想について、下記のとおり修正いたしました。 

（第２四半期累計期間） 

  

（通期） 

  

（修正の理由） 

  当第１四半期会計期間における業績については、世界的な不況による企業業績の急激な悪化を受け設備投資抑制の

影響が顕著に表れ、当社の受注環境は期初の予想をはるかに上回るかつて経験したことのない厳しい状況で推移い

たしました。 

  特に、主力製品であるバランサは、自動車関連、半導体、ＩＴ関連をはじめとした広範囲なユーザーから発注、引

き合いが大幅に減少し、当第１四半期会計期間のバランサの売上高は、前年同四半期比53.5％の減少を余儀なくさ

れました。また、もう一方の主力製品であるウインチの売上高も、新設住宅着工戸数の大幅な落ち込みに見られる

ように引き続き建設業界が不振であり、主要な販売先であるレンタル業界や代理店からの発注が低調に推移してい

ることより、バランサ同様、前年同四半期比25.9％減少いたしました。 

 損益面では、諸経費の削減、資材調達コストの引き下げ、内製化の推進など採算性の向上に努めましたが、これら

主力製品の売上高減少の影響は大きく、売上総利益率が前年同四半期比14.7ポイント悪化し、固定経費が吸収できま

せんでした。 

 その結果、第１四半期会計期間の業績は、売上高452百万円、営業損失97百万円、経常損失99百万円、四半期純損

失101百万円となりました。 

  こうした状況を踏まえ、第２四半期累計期間の業績予想につきましては、上記に記載した関連業界からの急激な需

要回復及び設備投資の増額が見込まれないことより売上高の増加は難しく、売上高は前回予想額1,200百万円より

200百万円下回る1,000百万円となる見込みであります。損益面では、今後とも全社を挙げて経費節減に努めてまい

りますが、減収の影響により営業損失139百万円、経常損失148百万円、四半期純損失151百万円となる見込みであり

ます。 

通期の業績予想につきましては、下半期に向けて主力製品であるウインチの特注品やバランサにおいて具体的な

引き合いが増えつつあることや、新製品である太陽光発電用パネルの施工用荷揚機の拡販などにより受注環境は

徐々に改善されるものと予想されますが、上半期同様関連する業界において設備投資は引き続き抑制される見通し

であることより、売上高は前回予想額2,650百万円より330百万円下回る2,320百万円を見込んでおります。損益面で

も、減収の影響により営業損失121百万円、経常損失144百万円、当期純損失150百万円を見込んでおります。 

  

 （注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回予想（Ａ）  1,200   △16   △29  △33   △3.98

今回予想（Ｂ）   1,000   △139   △148   △151 △18.27

増減額（Ｂ－Ａ）   △200   △123   △119   △118   －

増減率（％）   △16.7   － －   －   －

（ご参考）前期第２四半期実績 
（平成21年３月期第２四半期）   1,490   64   55   47   5.04

  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

前回予想（Ａ）  2,650   35   7  0   0.00

今回予想（Ｂ）   2,320   △121   △144   △150 △18.17

増減額（Ｂ－Ａ）   △330   △156   △151   △150   －

増減率（％）   △12.5   － －   －   －

（ご参考）前期実績 
（平成21年３月期）   2,904   101   78   44   5.33
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① たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 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。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号）を当第１四半期会計期間より適用し、平成21年４月１日以降に着手した工事契約につ

いて、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準（工

事進捗度の見積りは原価比例法）によっております。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

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

(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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 349,285 392,871

受取手形及び売掛金 718,361 909,898

商品及び製品 135,312 142,724

仕掛品 45,477 47,836

原材料及び貯蔵品 497,999 512,659

その他 20,091 15,079

貸倒引当金 △4 △27

流動資産合計 1,766,524 2,021,041

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 151,855 154,117

土地 723,755 723,755

その他（純額） 45,052 49,136

有形固定資産合計 920,664 927,010

無形固定資産 12,861 13,647

投資その他の資産   

投資有価証券 33,744 29,268

出資金 24,520 24,520

破産更生債権等 22,170 22,181

その他 21,202 19,969

貸倒引当金 △22,170 △22,181

投資その他の資産合計 79,467 73,758

固定資産合計 1,012,992 1,014,416

資産合計 2,779,516 3,035,457
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 322,812 424,938

短期借入金 950,000 950,000

関係会社短期借入金 2,004 11,799

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 2,187 8,497

賞与引当金 － 16,000

その他 92,619 86,753

流動負債合計 1,489,625 1,617,988

固定負債   

関係会社長期借入金 377,500 407,500

退職給付引当金 206,937 207,527

その他 400 400

固定負債合計 584,837 615,427

負債合計 2,074,462 2,233,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △183,766 △82,568

自己株式 △8,107 △7,983

株主資本合計 705,623 806,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △569 △4,904

評価・換算差額等合計 △569 △4,904

純資産合計 705,054 802,041

負債純資産合計 2,779,516 3,035,457
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(2) 四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 675,647 452,462

売上原価 512,990 410,156

売上総利益 162,657 42,305

販売費及び一般管理費 147,660 139,959

営業利益又は営業損失（△） 14,997 △97,653

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 277 281

受取賃貸料 1,476 1,548

保険配当金 4,235 4,492

その他 1,113 241

営業外収益合計 7,106 6,566

営業外費用   

支払利息 7,838 7,050

その他 1,569 1,428

営業外費用合計 9,408 8,479

経常利益又は経常損失（△） 12,695 △99,566

特別利益   

固定資産売却益 － 18

貸倒引当金戻入額 333 35

特別利益合計 333 53

特別損失   

投資有価証券評価損 5,942 －

特別損失合計 5,942 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 7,087 △99,513

法人税、住民税及び事業税 1,684 1,684

法人税等合計 1,684 1,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,402 △101,198
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

7,087 △99,513

減価償却費 10,516 7,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,158 △590

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500 △16,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △333 △35

受取利息及び受取配当金 △281 △283

支払利息 7,838 7,050

有形固定資産売却損益（△は益） － △18

投資有価証券評価損益（△は益） 5,942 －

売上債権の増減額（△は増加） 101,211 191,536

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,740 24,429

仕入債務の増減額（△は減少） 16,962 △102,125

未払費用の増減額（△は減少） 59,710 28,895

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,473 △4,590

割引手形の増減額（△は減少） △44 －

その他 △6,238 △7,417

小計 68,497 28,993

利息及び配当金の受取額 281 283

利息の支払額 △7,865 △7,001

損害賠償金の支払額 － △17,800

法人税等の支払額 △27,450 △6,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,463 △2,263

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 △4,610 △639

有形固定資産の売却による収入 － 135

無形固定資産の取得による支出 △1,323 －

投資有価証券の取得による支出 △131 △141

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 41 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,023 △1,404

財務活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △13,005 △9,794

関係会社長期借入金の返済による支出 △27,400 △30,000

自己株式の取得による支出 △174 △124

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,580 △39,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,140 △43,586

現金及び現金同等物の期首残高 220,998 392,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 207,858 349,285
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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