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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 16,382 △47.8 302 △91.2 326 △90.9 281 △86.8

21年3月期第2四半期 31,401 ― 3,458 ― 3,610 ― 2,128 ―

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2四半期 3.55 ―

21年3月期第2四半期 26.79 ―

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2四半期 58,633 44,529 74.8 551.91
21年3月期 63,426 44,691 69.4 554.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  43,839百万円 21年3月期  44,040百万円

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  

 ２２年３月期末の配当額は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  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

通期 34,000 △41.0 1,000 △81.2 1,050 △80.7 600 △80.1 7.55

1



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４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他（２）をご覧下さい。] 

(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 

１．平成２１年４月２７日に公表いたしました通期連結業績予想を、本資料において修正しております。 
２．上記の業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数
値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件につきましては、３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
性的情報をご覧下さい。 
 
 その他特記事項 
 配当金につきましては、当社の業績・市場環境及び内部留保並びに継続的な配当などを総合的に勘案し、株主様のご期待にお応えしたいと考えており
ます。しかしながら、経営環境の先行きが依然不透明であることにより、期末の配当につきましては、現時点では未定とさせて頂き、今後の業績動向等を
勘案した上で、期末決算を目処にご提案させて頂きたいと考えております。 

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2四半期 79,453,250株 21年3月期  79,453,250株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  20,686株 21年3月期  20,007株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 79,432,789株 21年3月期第2四半期 79,434,470株
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当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年９月30日)におけるわが国経済は、政府による

経済対策の効果もあり、景気に底打ち感が見られましたが、民間設備投資の減少、雇用環境の悪化、個人

消費の低迷などは依然として続いており、景気は厳しい状況で推移いたしました。 

当グループの主な国内販売先につきましては、レンタル業界をはじめ各業界とも景気低迷を踏まえた設

備投資の抑制が依然続いており、販売面において影響を受ける結果となりました。一方、海外につきまし

ても、欧州市場の低迷に加え、為替も引き続き円高で推移しており、非常に厳しい状況で推移いたしまし

た。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高１６３億８千２百万円(前年同四半期

比４７．８％減)となりました。利益につきましては、営業利益は３億２百万円(同９１．２％減)とな

り、経常利益は３億２千６百万円(同９０．９％減)となりました。また、四半期純利益は２億８千１百万

円(同８６．８％減)となり、前年同四半期比で減収減益となりました。 

  

(１)資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１１．５％減少し、３６２億８千４百万円となりました。

これは主に、預け金が１９億２千５百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が５９億３百万円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、０．４％減少し、２２３億４千８百万円となりました。こ

れは主に、繰延税金資産が１億２千４百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、７．６％減少し、５８６億３千３百万円となりま

した。 

(２)負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、３２．５％減少し、９７億４千１百万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が３６億１千万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、１．３％増加し、４３億６千３百万円となりました。これ

は主に、退職給付引当金が５千３百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、２４．７％減少し、１４１億４百万円となりま

した。 

(３)純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、０．４％減少し、４４５億２千９百万円となりました。

これは主に、配当金の支払に伴い利益剰余金が７億９千４百万円減少したことなどによります。 

  

通期の業績につきましては、景気の先行き不透明感から、国内販売先ではレンタル業界をはじめ各業界

とも設備投資の抑制が続くことが予想されます。また、海外につきましても、欧州市場の低迷が続くこと

が予想され、当初想定した業績予想を下回る見通しとなりましたので平成22年３月期通期の連結業績予想

及び個別業績予想を修正いたします。 

なお、個別業績予想の修正につきましては、平成21年10月29日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

【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

３.連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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きましては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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)

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,879,598 1,895,900

預け金 17,633,471 15,708,214

受取手形及び売掛金 11,044,120 16,948,115

商品及び製品 696,006 651,315

仕掛品 1,651,512 1,867,544

原材料及び貯蔵品 2,354,984 2,514,472

繰延税金資産 574,578 548,321

その他 456,317 854,716

貸倒引当金 △6,199 △10,416

流動資産合計 36,284,391 40,978,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,749,267 4,938,379

機械装置及び運搬具（純額） 2,523,888 2,939,408

土地 8,772,657 8,772,657

その他（純額） 706,265 339,903

有形固定資産合計 16,752,079 16,990,349

無形固定資産 638,931 634,509

投資その他の資産   

投資有価証券 2,956,957 2,684,088

繰延税金資産 1,640,187 1,764,324

その他 419,945 433,242

貸倒引当金 △59,131 △57,770

投資その他の資産合計 4,957,959 4,823,885

固定資産合計 22,348,970 22,448,743

資産合計 58,633,361 63,426,928

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,441,622 10,052,195

未払法人税等 104,813 744,520

役員賞与引当金 30,000 78,000

製品保証引当金 33,400 82,900

その他 3,131,190 3,471,704

流動負債合計 9,741,027 14,429,320

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 798,772 798,772

退職給付引当金 3,033,299 2,979,797

役員退職慰労引当金 126,020 197,800

その他 405,084 330,233

固定負債合計 4,363,176 4,306,603

負債合計 14,104,203 18,735,923
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,379 9,923,380

利益剰余金 25,349,527 25,861,898

自己株式 △13,367 △13,071

株主資本合計 45,684,865 46,197,532

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 711,374 523,751

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △35,103 △159,148

評価・換算差額等合計 △1,845,250 △2,156,917

少数株主持分 689,542 650,389

純資産合計 44,529,158 44,691,004

負債純資産合計 58,633,361 63,426,928
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(２)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 31,401,548 16,382,860

売上原価 24,019,342 13,264,245

売上総利益 7,382,206 3,118,615

販売費及び一般管理費 3,923,451 2,815,883

営業利益 3,458,755 302,731

営業外収益   

受取利息 48,217 46,920

受取配当金 41,979 32,811

その他 92,953 34,103

営業外収益合計 183,150 113,835

営業外費用   

支払利息 642 385

為替差損 23,178 35,270

開業費償却 － 40,451

その他 7,926 13,511

営業外費用合計 31,747 89,618

経常利益 3,610,158 326,948

特別利益   

固定資産売却益 － 376

投資有価証券売却益 16,023 176

貸倒引当金戻入額 19,939 2,591

特別利益合計 35,962 3,144

特別損失   

固定資産売却損 － 100

固定資産除却損 21,409 648

投資有価証券評価損 836 －

特別損失合計 22,245 749

税金等調整前四半期純利益 3,623,875 329,344

法人税、住民税及び事業税 1,426,421 42,333

法人税等還付税額 － △17,902

法人税等調整額 4,376 12,391

法人税等合計 1,430,797 36,823

少数株主利益 64,890 10,559

四半期純利益 2,128,187 281,961
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

当社及び連結子会社が営んでいる事業内容は、その大部分が高所作業車等の製造・販売及びアフ

ターサービスなどに関連する事業を行っており、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計

額に占める割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結

累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも９０％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によって区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  欧州・・・・・・・オランダ 

  アジア・・・・・・中国、韓国 

  その他の地域・・・米国、ニュージーランド 

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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(３) 継続企業の前提に関する注記

(４) セグメント情報

欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,072,353 2,494,016 427,737 6,994,107

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 31,401,548

Ⅲ 連結売上高に占める 
 海外売上高の割合（％）

13.0 7.9 1.4 22.3

(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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売上高の内訳 

(単位 千円)

 
  

  

  

６.その他の情報

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

品     目 (自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日)

特
装
車

穴 掘 建 柱 車 1,029,830 744,174

高 所 作 業 車 23,038,119 9,295,187

そ    の    他 922,576 894,096

計 24,990,527 10,933,458

中      古      車 732,291 755,813

部  品  ・  修  理 4,444,603 3,811,132

そ      の      他 1,234,126 882,456

合      計 31,401,548 16,382,860
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