
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オカダアイヨン株式会社 上場取引所 大 

コード番号 6294 URL http://www.aiyon.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 苅田 俊幸

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 梶原 直樹 TEL 06-6576-1281
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,027 △46.3 △155 ― △156 ― △137 ―

21年3月期第1四半期 1,911 ― 64 ― 72 ― 39 ―

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 △22.13 ―

21年3月期第1四半期 6.38 ―

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 9,176 4,401 48.0 710.13
21年3月期 9,780 4,522 46.2 729.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,401百万円 21年3月期  4,522百万円

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 ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

2,800 △32.5 △70 ― △90 ― △90 ― △14.52

通期 6,400 △7.9 70 △65.8 40 △76.0 10 △75.8 1.61



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、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) 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） 

(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 6,200,000株 21年3月期  6,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,380株 21年3月期  2,380株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 6,197,620株 21年3月期第1四半期 6,197,620株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況が消費マインドの冷え込み、雇用情
勢の悪化を招くなど依然厳しい状況が続いています。 
当業界におきましては、国内では設備投資及びビル、マンション建設の減少等の影響が持続する中、

補正予算による経済対策の効果も未だ顕著に現れず、需要は引き続き厳しい状況にありました。海外市
場では中国、東南アジアの一部で回復傾向にありますが、米国、欧州では需要が依然として低迷し、業
界全体としては厳しい経営環境にありました。 
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１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,027百万円（前年同期比
46.3％減）、営業損失155百万円、経常損失156百万円、四半期純損失137百万円となりました。 
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、公共投資減少による稼働率の低下が影響し、売上高は70百万円（前年同

期比27.6％減）となりました。圧砕機に関しては、大型解体工事やビル・マンション解体工事が大幅に
減少し、売上高は244百万円（前年同期比68.5％減）となりました。その結果、建設機械全体では723百
万円（前年同期比50.4％減）となりました。 
  
「環境機械」 
環境機械は、全体としてなお厳しい状況にあるものの、廃棄物用の設備投資需要増加により売上高は

78百万円（前年同期比56.4％増）となりました。 
  
「海外事業」 
米国子会社での売上は住宅着工や設備投資の減少を受け前年同期に比べ大幅に減少しました。また、

欧州全域においても景気低迷が長引き大幅な需要減少が継続しているほか、中近東においても景気後退
の影響を受け、海外事業全体では売上高225百万円（前年同期比44.1％減）となりました。 

  

(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、9,176百万円(前連結会計年度末9,780百万円)となり
603百万円減少しました。商品及び製品が71百万円増加したものの、現金及び預金が252百万円、受取手
形及び売掛金が209百万円減少し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、4,775百万円(前連結会計年度末5,257百万円)となり

482百万円減少しました。流動負債は、主として支払手形及び買掛金が424百万円減少したこと等により
前連結会計年度末に比べ422百万円減少し、3,608百万円となりました。固定負債は、長期借入金が62百
万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて59百万円減少し、1,167百万円となりました。 
  

（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、4,401百万円(前連結会計年度末4,522百万円)となり

121百万円減少しました。利益剰余金168百万円の減少が主な要因です。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報



(2) キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結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。)は、2,172百万円

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１四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は246百万円（前年同期28百万円支

出）となりました。これは主に売上債権の減少額217百万円がありましたが、仕入債務の減少額424百万
円や税金等調整前四半期純損失105百万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得られた資金は117百万円（前年同期33百万円支
出）となりました。これは主に保険積立金の解約による収入114百万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145百万円（前年同期114百万円支
出）となりました。これは長期借入金の返済による支出120百万円、配当金の支払による支出23百万円
が計上されたことによるものであります。 

  

 (1) 業績予想の修正理由 
当業界での国内需要は設備投資及びビル、マンション建設の減少が持続する中、海外需要も米国、欧州

での回復が遅れ業界全体として引き続き厳しい経営環境を余儀なくされております。このような状況のも
と売上増強に努力してまいる所存ながら、依然として厳しい状況が予測され平成21年5月15日の決算短信で
発表しました第２四半期連結累計期間の業績予想を下記の通り見直しました。 
  

 (2) 連結業績予想の修正 
平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成21年９月30日）

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円，％）

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

四半期純利益 
（百万円）

1株当たり
四半期純利益

（円）

前回発表予想（Ａ） 
（平成21年５月15日発表）

2,900 △60 △80 △95 △15.33

今回修正予想（Ｂ） 2,800 △70 △90 △90 △14.52

増減額（Ｂ－Ａ） △100 △10 △10 5 －

増減率（％） △3.4 － － － －

（ご参考）前期第２四半期実績 
（平成21年３月期第２四半期）

4,146 241 237 106 17.25



該当事項はありません。 
  

１．簡便的な会計処理 
①一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。 

  
②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 

  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。 
 ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定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。 

  

表示方法の変更 
前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めていた「貯蔵品」（前第１四半期

連結会計期間8,794千円、当第１四半期連結会計期間11,818千円）は、「財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となる
ことに伴い、当第１四半期連結会計期間より「原材料及び貯蔵品」に含めて表示しております。 

  

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)

(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

(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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,340,227 2,593,222

受取手形及び売掛金 1,041,458 1,251,394

商品及び製品 1,616,349 1,545,242

原材料及び貯蔵品 981,737 1,057,039

その他 207,168 249,652

貸倒引当金 △2,090 △2,277

流動資産合計 6,184,850 6,694,273

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,355 710,103

機械装置及び運搬具（純額） 386,755 402,442

土地 1,482,126 1,482,126

その他（純額） 13,644 21,717

有形固定資産合計 2,582,882 2,616,389

無形固定資産   

その他 164,397 163,005

無形固定資産合計 164,397 163,005

投資その他の資産   

その他 250,730 312,361

貸倒引当金 △6,168 △5,493

投資その他の資産合計 244,562 306,868

固定資産合計 2,991,842 3,086,262

資産合計 9,176,692 9,780,536

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 828,818 1,253,146

短期借入金 2,150,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 414,768 454,611

未払法人税等 5,133 6,746

賞与引当金 20,173 74,366

その他 189,464 92,480

流動負債合計 3,608,358 4,031,351



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 817,731 879,858

退職給付引当金 246,108 245,270

役員退職慰労引当金 70,627 68,473

その他 32,722 32,924

固定負債合計 1,167,189 1,226,526

負債合計 4,775,548 5,257,877

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 2,410,289 2,578,406

自己株式 △848 △848

株主資本合計 4,459,405 4,627,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,697 1,786

為替換算調整勘定 △61,959 △106,651

評価・換算差額等合計 △58,261 △104,864

純資産合計 4,401,143 4,522,658

負債純資産合計 9,176,692 9,780,536



(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）

前第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) 

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

売上高 1,911,048 1,027,094

売上原価 1,308,119 737,260

売上総利益 602,929 289,833

販売費及び一般管理費 538,348 445,741

営業利益又は営業損失（△） 64,580 △155,907

営業外収益   

受取利息 3,360 2,132

受取配当金 414 222

為替差益 11,409 －

固定資産売却益 8,322 10,217

その他 3,333 2,445

営業外収益合計 26,840 15,018

営業外費用   

支払利息 12,584 12,504

債権売却損 4,425 2,404

その他 1,889 970

営業外費用合計 18,899 15,879

経常利益又は経常損失（△） 72,521 △156,768

特別利益   

保険解約返戻金 － 51,732

特別利益合計 － 51,732

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

72,521 △105,035

法人税等 32,965 32,093

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,556 △137,129



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

72,521 △105,035

減価償却費 39,494 42,358

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,885 △54,192

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） 6,095 837

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,137 2,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △544 487

受取利息及び受取配当金 △3,774 △2,355

支払利息 12,584 12,504

為替差損益（△は益） △1,112 305

固定資産除売却損益（△は益） △8,236 △10,147

売上債権の増減額（△は増加） 216,180 217,047

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,323 37,763

仕入債務の増減額（△は減少） △180,067 △424,181

保険解約損益（△は益） － △51,732

その他の資産の増減額（△は増加） 47,762 15,080

その他の負債の増減額（△は減少） 145,770 90,406

小計 75,914 △228,701

利息及び配当金の受取額 4,260 2,608

利息の支払額 △13,015 △12,975

法人税等の支払額 △95,375 △6,959

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,215 △246,027

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 △27,786

有形固定資産の売却による収入 16,897 29,847

無形固定資産の取得による支出 － △526

貸付金の回収による収入 453 348

敷金及び保証金の差入による支出 △1,444 △193

敷金及び保証金の回収による収入 277 1,195

保険積立金の積立による支出 △2,783 －

保険積立金の解約による収入 － 114,340

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 △33,372 117,224

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 △120,117

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,106

配当金の支払額 △38,182 △23,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,875 △145,944

現金及び現金同等物に係る換算差額 △511 21,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,974 △252,994

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,046 2,425,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,586,071 2,172,227



当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。

  

前第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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

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

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 914,579 112,514 1,027,094 ― 1,027,094

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

35,135 ― 35,135 (35,135) ―

計 949,715 112,514 1,062,230 (35,135) 1,027,094

営業利益 (142,257) (15,533) (157,790) 1,882 (155,907)



前第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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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……ネパール・ブータン・フィリピン・ポルトガル・シンガポール 

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。 

  

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

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 112,514 112,647 225,162

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,027,094

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.0 11.0 21.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  

 
(注) 上記の生産金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の仕入金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の受注金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
(注) 上記の販売金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

(1) 生産実績

事業の部門等の名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設機械(千円) 127,576 △66.5

合計(千円) 127,576 △66.5

(2) 商品仕入実績

事業の部門等の名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設機械(千円) 331,296 △63.0

環境機械(千円) 64,707 △46.5

海外事業(千円) 124,802 △33.0

合計(千円) 520,805 △56.7

(3) 受注実績

事業の部門等の名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設機械(千円) 713,523 △48.4

環境機械(千円) 101,625 △5.6

海外事業(千円) 225,161 △44.1

合計(千円) 1,040,309 △44.7

(4) 販売実績

事業の部門等の名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同四半期比(％)

建設機械(千円) 723,368 △50.4

環境機械(千円) 78,565 56.4

海外事業(千円) 225,161 △44.1

合計(千円) 1,027,094 △46.3
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