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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 4,836 △40.4 △5 ― △25 ― △21 ―

21年3月期第1四半期 8,118 ― 232 ― 243 ― 223 ―

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 △3.41 ―

21年3月期第1四半期 35.07 ―

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 25,839 9,515 36.8 1,492.67
21年3月期 27,388 9,571 34.8 1,497.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,505百万円 21年3月期  9,544百万円

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 ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

11,000 △36.4 △50 ― △50 ― △50 ― △7.85

通期 25,500 △17.8 290 △2.4 290 △1.7 150 20.2 23.54
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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） 

(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 

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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 6,615,070株 21年3月期  6,615,070株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  246,781株 21年3月期  243,341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 6,370,562株 21年3月期第1四半期 6,371,836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１四半期におけるわが国経済は、世界経済の低迷に加え、円高の定着により、輸出関連企業を始め

として採算が大幅に悪化するとともに、企業業績の悪化と失業率上昇の影響を受け、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、概ね計画通りに推移いたしましたが、

建設機械の販売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 48 億３千６百万円（前年同期比 40.4％減）、営業損失は５百万円（前年同期は

営業利益２億３千２百万円）、経常損失は２千５百万円（前年同期は経常利益２億４千３百万円）、四半期

純損失は２千１百万円（前年同期は四半期純利益２億２千３百万円）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、政府による「経済危機対策」の効果が期待されるものの、設備投資の凍

結や不動産業の低迷を受け厳しい状況が続く中、継続して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、工事減少の影響を受け、

建設機械の販売が低調に推移するとともに、円高により海外輸出の採算が悪化した結果、売上高は 27 億９

千万円（前年同期比 26.0％減）、営業損失は５百万円（前年同期は営業利益１億 1千万円）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、大手電子部品・半導体メーカーの設備投資凍結・延期が続く中、設備投

資の影響が軽微な生産部品・消耗部品の販売強化に努めるとともに、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てまいりました。しかしながら、電子部品・半導体製造

装置の販売が低迷を続ける一方、生産部品・消耗部品の販売につきましても稼働率低迷の影響を受けた結

果、売上高は 19 億４千２百万円（前年同期比 54.2％減）、営業利益は６千６百万円（前年同期比 68.3％減）

となりました。 

 

(3)砕石事業 

砕石事業におきましては、公共工事の低迷に加え、民間工事につきましても厳しい状況が続く中、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した結果、売上高は１億３百万円（前年同期比 3.7％減）、

営業利益は１千４百万円（前年同期比 7.4％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産は、前連結会計年度に比べ 15 億４千８百万円減少（5.7％）し、258 億３千９百万円となりました。

増減の主な内容は、現金及び預金が３億６千万円、受取手形及び売掛金が５億６千６百万円、貸与資産が

６億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 14 億９千２百万円減少（8.4％）し、163 億２千４百万円となりました。

増減の主な内容は、短期借入金が５億円増加したものの、支払手形及び買掛金が 16 億６千３百万円、リー

ス債務が１億６千４百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度に比べ５千６百万円減少（0.6％）し、95 億１千５百万円となりました。増

減の主な内容は保有株式の上昇によりその他有価証券評価差額金が１億１百万円増加したものの、利益剰

余金が１億４千９百万円減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は 36.8％と前連結会計年度に比べ 2.0 ポイント上昇いたしました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね予想どおりに推移しており、業績予想の修正はありません。 

 

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 
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 ①棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度末の実

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なものについては、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測やタ

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には前連結会計年度において使用した将来予想やタック

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 

該当事項はありません。 

 

-4-

㈱南陽(7417)　平成22年3月期　第1四半期決算短信



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 1,119,957 1,480,202

受取手形及び売掛金 11,571,926 12,138,843

商品及び製品 2,348,134 2,267,279

貯蔵品 4,123 4,974

その他 1,035,220 1,216,699

貸倒引当金 △358,389 △375,875

流動資産合計 15,720,973 16,732,124

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 6,677,050 7,277,367

その他（純額） 1,367,856 1,384,223

有形固定資産合計 8,044,907 8,661,591

無形固定資産 67,481 71,602

投資その他の資産   

投資有価証券 1,129,718 964,032

その他 1,368,425 1,442,793

貸倒引当金 △491,538 △483,334

投資その他の資産合計 2,006,604 1,923,491

固定資産合計 10,118,993 10,656,685

資産合計 25,839,966 27,388,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,319,491 6,982,991

短期借入金 3,390,000 2,890,000

リース債務 3,112,343 3,276,613

未払法人税等 15,422 15,040

賞与引当金 63,392 155,266

割賦利益繰延 1,177,644 1,213,390

その他 1,347,515 1,390,587

流動負債合計 14,425,808 15,923,889

固定負債   

長期借入金 1,100,000 1,100,000

退職給付引当金 250,524 244,685

役員退職慰労引当金 72,189 74,574

その他の引当金 354,004 351,754

その他 122,036 122,036

固定負債合計 1,898,755 1,893,050

負債合計 16,324,563 17,816,940
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（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) 

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 7,374,758 7,523,909

自己株式 △230,877 △229,589

株主資本合計 9,341,061 9,491,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 211,598 110,592

為替換算調整勘定 △46,879 △57,362

評価・換算差額等合計 164,719 53,230

少数株主持分 9,623 27,138

純資産合計 9,515,403 9,571,869

負債純資産合計 25,839,966 27,388,809
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(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 8,118,442 4,836,613

売上原価 6,957,000 4,039,234

差引売上総利益 1,161,441 797,378

割賦販売未実現利益戻入額 142,152 122,595

割賦販売未実現利益繰入額 109,460 112,318

売上総利益 1,194,133 807,655

販売費及び一般管理費 961,318 813,359

営業利益又は営業損失（△） 232,815 △5,703

営業外収益   

受取利息 5,468 3,785

受取配当金 12,475 6,872

受取賃貸料 － 3,800

持分法による投資利益 14,537 48

その他 20,348 3,619

営業外収益合計 52,830 18,127

営業外費用   

支払利息 31,608 32,890

その他 10,890 5,214

営業外費用合計 42,498 38,104

経常利益又は経常損失（△） 243,147 △25,680

特別利益   

固定資産売却益 3,069 －

収用補償金 102,389 －

貸倒引当金戻入額 37,684 20,229

償却債権取立益 1,361 10,433

特別利益合計 144,505 30,663

特別損失   

固定資産売却損 505 －

固定資産除却損 17,696 95

貸倒引当金繰入額 3,500 －

特別損失合計 21,702 95

税金等調整前四半期純利益 365,950 4,886

法人税、住民税及び事業税 132,082 16,818

法人税等調整額 13,683 27,299

法人税等合計 145,766 44,118

少数株主損失（△） △3,261 △17,515

四半期純利益又は四半期純損失（△） 223,446 △21,716
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 (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 365,950 4,886

減価償却費 388,015 366,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,505 △9,282

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,014 △91,874

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,531 5,839

受取利息及び受取配当金 △17,944 △10,658

支払利息 31,608 32,890

持分法による投資損益（△は益） △14,537 △48

固定資産除売却損益（△は益） 15,133 95

売上債権の増減額（△は増加） 1,295,659 795,587

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,703 △80,003

仕入債務の増減額（△は減少） △2,220,190 △1,663,500

その他 270,328 △46,637

小計 △46,322 △695,915

利息及び配当金の受取額 46,016 27,252

利息の支払額 △31,233 △32,253

法人税等の支払額 △215,297 △12,630

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,837 △713,547

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 △418,938 △158,059

有形固定資産の売却による収入 236,809 344,131

無形固定資産の取得による支出 △480 △1,700

投資有価証券の取得による支出 △1,760 △1,179

投資有価証券の売却による収入 4,077 －

関係会社株式の売却による収入 4,000 －

貸付けによる支出 △33,000 △18,600

貸付金の回収による収入 378 293

その他の支出 △2,876 △2,805

その他の収入 2,273 1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,516 163,165

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） － 500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △168,775 △182,330

自己株式の取得による支出 △7 △13

配当金の支払額 △159,295 △127,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,079 190,222

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △784,419 △360,244

現金及び現金同等物の期首残高 2,377,023 1,473,655

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,592,603 1,113,410
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(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】 

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) 

   
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 
 3,769,713  4,241,112  107,615  8,118,442 ―  8,118,442

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 13,577  1,180  24  14,782  (14,782) ―

計  3,783,291  4,242,292  107,639  8,133,224  (14,782)  8,118,442

営業利益  110,691  208,435  15,533  334,660  (101,844)  232,815

(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、当第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。これにより営業利益が建設機械事業で14,080千円減少しております。 

 

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) 

   
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 
2,790,265 1,942,682 103,665 4,836,613 ― 4,836,613

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
2,950 3,788 ― 6,739  (6,739) ―

計 2,793,216 1,946,471 103,665 4,843,352  (6,739)  4,836,613

営業利益 △5,140 66,122 14,391 75,374  (81,077) △5,703

(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 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間については、在外連結子会社及び在重要な在

外支店がないため、記載しておりません。 
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【海外売上高】 

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) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,203,341  230,211  1,433,552

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ―  8,118,442

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 14.8  2.9  17.7

(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。 

 

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) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 525,627 71,781 597,408

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,836,613

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
10.9 1.5 12.4

(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 

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。 
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