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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 448 △35.3 △64 ― △71 ― △78 ―

21年3月期第1四半期 693 ― 0 ― △5 ― △4 ―

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 △6.49 ―

21年3月期第1四半期 △0.35 ―

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 6,366 1,121 17.6 92.61
21年3月期 6,464 1,192 18.5 98.48

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,121百万円 21年3月期  1,192百万円

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  有  
 

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 ― ― ― ― ―

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

1,812 △5.2 △52 ― △68 ― △80 ― △6.60

通期 4,288 3.8 36 ― 2 ― △26 ― △2.15
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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、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。］ 

(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、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) 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 12,127,500株 21年3月期  12,127,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  14,996株 21年3月期  14,030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 12,112,601株 21年3月期第1四半期 12,115,002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き作成したものであり、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。 
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［定性的情報・財務諸表等］ 
 
１．経営成績に関する定性的情報 
 
  当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産の一部に景況感の悪化に歯止めがか

かり始めたものの、企業収益は大幅に悪化し、設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、依然として
厳しい状況が続いております。 
当社におきましては、受注競争は厳しく、当社をとりまく環境も厳しい状況の結果、当第１四半

期会計期間における業績について部門別の売上高は、破砕粉砕機部門は破砕機部品が減少し１０４
百万円（前年同期比 1.7%減）、砂利砕石他撰別装置部門の売上はなく、部品修理雑工事部門は部品
加工が減少し５９百万円（前年同期比 21.7%減）、環境装置部門は環境部品の売上が減少し２５百
万円（前年同期比 21.1%減）、橋梁鉄構及び水処理装置部門は橋梁鉄構の売上が減少し０百万円（前
年同期比 98.4%減）、ライニング製品部門は半導体関連製品が減少し１２９百万円（前年同期比
60.0%減）、その他の機械部門は建設用機器等が増加し４０百万円（前年同期比 67.8%増）、液晶関
連装置部門は組付作業の減少により２百万円（前年同期比 91.7%減）、その他部門は他社製品取扱
い高が増加し５２百万円（前年同期比 341.7%増）、役務収益部門はゴルフ練習場は微増しましたが
賃貸収入が減少し３２百万円（前年同期比 0.8%減）となり、全体としては売上高４４８百万円（前
年同期比 35.3%減）となりました。利益面につきましては、売上高の減少等により、営業損失６４
百万円、経常損失７１百万円、四半期純損失７８百万円となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
 
 （１）財政状態の変動状況 
  当第１四半期会計期間末における資産合計は 6,366 百万円となり、前事業年度末に比べ 98 百万
円減少しました。これは主に売掛金等の減少によるものです。負債合計は 5,244 百万円となり、前
事業年度末に比べ 26 百万円減少しました。これは主に支払手形の減少によるものです。純資産合
計は 1,121 百万円となり、前事業年度末に比べ 71 百万円減少しました。これは主に利益剰余金の
減少によるものです。 

 
 （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は、前事業年度末に比べ352百万円増加し、

1,096 百万円となりました。 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により 305 百万円の増加となり、前年

同四半期に比べ 339 百万円増加しました。 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、大きな動きはなく、前年同四半期に比べ 13 百万円増加

しました。 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により 46 百万円の増加となり、
前年同四半期に比べ 79 百万円減少しました。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 
 
  当第１四半期は前年同期に比べ、売上・利益とも下回りました。急激な景気の減速は当社の販売
先における設備投資の抑制に繋がっており、平成 21 年 5 月 15 日の決算発表時に公表いたしました
業績予想の数値に達しないことが想定されるため、業績予想を修正いたします。 

  詳細につきましては、本日（平成２１年８月１２日発表）の「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 

 
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 
 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して
おります。 

② 棚卸資産の評価方法 
   当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
   また、棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③ 原価差異の配賦方法 
   予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売
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上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に部門別区分により実施する方法によって
おります。 

④ 固定資産の減価償却費の算出方法 
   固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予

定額を期間按分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、
事業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。 

⑤ 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。 
⑥ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。 
   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前事業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、前事業年度において使
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。 

⑦ 工事原価総額の見積方法 
   工事原価総額の見積りに当たり、当第 1 四半期会計期間末における工事原価総額が、前

事業年度末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約
を除き、前事業年度末に見積った工事原価総額を、当第 1 四半期会計期間末における工事
原価総額の見積額とする方法によっております。 

  
 (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 
 

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額 5 億円以上かつ工期 1 年超

の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しており
ましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）
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 平成 19
年 12 月 27 日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した工
事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して
おります。 

   なお、この変更に伴う売上高、売上総利益、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損
失に与える影響は軽微であります。 
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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 1,808,501 1,556,369

受取手形及び売掛金 785,669 1,336,938

商品及び製品 99,848 101,613

仕掛品 1,694,514 1,471,060

原材料及び貯蔵品 255,467 245,276

その他 30,422 48,664

貸倒引当金 △16,053 △18,706

流動資産合計 4,658,371 4,741,216

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 639,950 651,011

機械及び装置（純額） 184,668 187,736

土地 652,603 652,603

建設仮勘定 － 5,619

その他（純額） 45,142 46,486

有形固定資産合計 1,522,364 1,543,457

無形固定資産 5,243 5,341

投資その他の資産   

投資有価証券 62,588 56,372

その他 126,664 126,987

貸倒引当金 △8,653 △8,653

投資その他の資産合計 180,600 174,705

固定資産合計 1,708,209 1,723,504

資産合計 6,366,580 6,464,721
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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 966,339 1,256,825

短期借入金 2,041,670 2,118,260

未払法人税等 1,381 1,740

前受金 931,834 613,098

賞与引当金 44,080 34,614

その他 155,293 163,734

流動負債合計 4,140,599 4,188,272

固定負債   

長期借入金 568,584 538,129

退職給付引当金 216,064 218,467

長期預り保証金 319,629 326,887

固定負債合計 1,104,277 1,083,483

負債合計 5,244,876 5,271,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 606,375 606,375

資本剰余金 1,352 1,352

利益剰余金 521,619 600,204

自己株式 △1,752 △1,710

株主資本合計 1,127,594 1,206,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,890 △13,257

評価・換算差額等合計 △5,890 △13,257

純資産合計 1,121,703 1,192,964

負債純資産合計 6,366,580 6,464,721
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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 693,517 448,584

売上原価 538,468 371,705

売上総利益 155,049 76,878

販売費及び一般管理費 154,954 141,676

営業利益又は営業損失（△） 95 △64,798

営業外収益   

受取利息 782 425

受取配当金 550 468

作業くず売却益 1,719 1,486

その他 990 883

営業外収益合計 4,043 3,264

営業外費用   

支払利息 9,650 9,707

その他 19 110

営業外費用合計 9,670 9,817

経常損失（△） △5,531 △71,351

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,950 2,653

特別利益合計 1,950 2,653

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,150

雇用調整支出金 － 8,114

特別損失合計 － 9,264

税引前四半期純損失（△） △3,581 △77,962

法人税、住民税及び事業税 702 623

法人税等合計 702 623

四半期純損失（△） △4,283 △78,585
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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   

税引前四半期純損失（△） △3,581 △77,962

減価償却費 18,814 24,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,950 △2,653

受取利息及び受取配当金 △1,333 △894

支払利息 9,650 9,707

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,150

売上債権の増減額（△は増加） 578,166 870,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △454,460 △231,909

未収入金の増減額（△は増加） △24,478 －

仕入債務の増減額（△は減少） △155,742 △290,486

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,782 9,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,697 △2,403

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,184 －

未収消費税等の増減額（△は増加） － 21,841

その他 2,845 △14,686

小計 △23,774 315,580

利息及び配当金の受取額 1,333 894

利息の支払額 △10,010 △9,702

法人税等の支払額 △1,274 △1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,725 305,651

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 △3,727 △231

投資有価証券の取得による支出 △10,075 －

貸付金の回収による収入 － 146

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,802 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △139,152 △196,135

自己株式の取得による支出 △66 △41

配当金の支払額 △27,578 －

その他の支出 △7,258 △7,258

財務活動によるキャッシュ・フロー 125,944 46,564

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,416 352,131

現金及び現金同等物の期首残高 886,700 744,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 965,116 1,096,891
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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）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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