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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 4,151 △41.1 114 △69.0 42 △90.3 △52 ―
21年3月期第2四半期 7,050 ― 369 ― 435 ― 279 ―

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 △0.83 ―
21年3月期第2四半期 4.32 ―

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 13,188 6,492 48.7 101.58
21年3月期 12,900 6,523 50.1 102.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,426百万円 21年3月期  6,469百万円

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
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 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
22年3月期 0.00 0.00
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  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

通期 11,000 △20.7 300 △52.2 300 △54.5 100 △6.5 1.58
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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  

(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 
平成22年３月期の期末配当につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経営環境の先行きが不透明であることから、未定
とさせていただき、今後の業績等を勘案し、配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 
上記の予想は発表日現在において予想される経済情勢、市場動向を前提としております。今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 64,741,955株 21年3月期  64,741,955株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,476,256株 21年3月期  1,471,772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 63,267,592株 21年3月期第2四半期 64,638,637株
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当第２四半期におけるわが国経済は、景気下げ止まりの兆しがみられるものの、前年度後半から続く経

済の大幅な減退から回復するには至らず、景気の先行きは依然不透明な情勢が続き、民間設備投資や建設

需要は低迷したままとなりました。当社グループをとりまく環境は、コンベヤ、立体駐車装置事業ともに

需要は回復せず、非常に厳しい状況が続きました。 

 このような環境下、当社グループは積極的に営業活動を展開しました結果、コンベヤや立駐の本体新設

や改造工事を受注しましたが、受注高は40億68百万円（前年同期比47.4％減）となりました。コンベヤ設

備や立駐本体等を納入し、立駐のメンテナンス事業は堅調に推移しましたが、主要案件の売上が下期に集

中することもあり、売上高は41億51百万円（前年同期比41.1％減）となりました。損益面につきまして

は、受注採算の改善、コスト低減、経費の圧縮など徹底した合理化を推進しましたが、売上案件が少なく

固定費を十分吸収できなかった結果、営業利益は1億14百万円（前年同期比69.0％減）となり、為替差損

の発生で経常利益は42百万円（前年同期比90.3％減）、税引き後の当第２四半期純損失は52百万円となり

ました。 

  

事業別の状況 

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりであります。 

  

[コンベヤ事業] 

 コンベヤ事業では港湾荷役関連の案件や保守部品等を受注しました結果、受注高は13億9百万円（前年同

期比68.7％減）となりました。国内製鉄向けコンベヤ設備、海外プラント向け予備品等の納入がありまし

たが、輸出主要案件の売上が下期以降のため、売上高は17億75百万円（前年同期比58.6％減）となりまし

た。 

  

[立体駐車装置事業] 

 立駐事業ではエレベータ式の立駐本体の新設や改造工事を受注しましたが、建設需要の低迷で受注高は

27億59百万円（前年同期比22.5％減）となりました。タワー式や平面往復式立駐本体等の納入や安定的な

メンテナンス事業は堅調に推移しましたが、主要案件の売上が下期に集中することもあり、売上高は23億

75百万円（前年同期比13.9％減）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計期間末と比較して主に現金及び預金が4億16百万

円減少しましたが仕掛品が5億60百万円、投資有価証券が1億43百万円増加したことにより2億87百万円増

加の131億88百万円となりました。負債は、前連結会計年度末と比較して主に支払手形及び買掛金が8億56

百万円減少しましたが、前受金が7億41百万円、長期借入金が４億15百万円増加したことにより3億18百万

円増加の66億95百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して主にその他有価証券評価差

額金が1億5百万円増加しましたが、四半期純損失の計上と配当金の支払いにより利益剰余金が1億47百万

円減少したことにより、31百万円減少の64億92百万円となりました。 

  

当社グループをとりまく経営環境は景気低迷などで厳しい状況ではありますが、それらの要因による業

績の変動は現時点では想定されないことから、平成21年5月15日発表の当期の業績予想に変更はありませ

ん。 

 １株当たりの期末配当金につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経

営環境の先行きが不透明であることから、未定とさせていただき、今後の業績動向等を勘案し、配当予想

額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

  

  

・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

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。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、費用の算出に当たって加味する加減算項目及び税額控除項目を、重要なも

のに限定して計算しております。また、重要性の乏しい連結子会社については、税引前当期純利益に前

年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算しております。 

  

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

従来、機器の引渡しを目的とする案件(海外への機器の引渡しを目的とする受注額５億円以上の案件

を除く）については、目的物の全部を完成し、納入先に引渡した時期に収益を計上する方法を、また海

外への機器の引渡しを目的とする受注額５億円以上の案件については、各個別機器の引渡しの都度収益

を計上する方法を採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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に契約した案件から、進

捗部分について成果の確実性が認められる案件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、その他の案件については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は21,363千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は3,375千円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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
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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 4,113,206 4,529,496

受取手形及び売掛金 2,660,837 2,873,027

有価証券 240,361 237,484

仕掛品 2,940,709 2,379,817

原材料及び貯蔵品 339,003 346,375

その他 259,343 80,849

貸倒引当金 △13,298 △27,159

流動資産合計 10,540,164 10,419,889

固定資産   

有形固定資産 1,046,120 1,012,017

無形固定資産   

のれん 381,485 410,830

その他 21,772 18,323

無形固定資産合計 403,257 429,153

投資その他の資産   

投資有価証券 908,241 764,678

その他 471,195 441,633

貸倒引当金 △180,855 △166,391

投資その他の資産合計 1,198,580 1,039,919

固定資産合計 2,647,958 2,481,090

資産合計 13,188,122 12,900,980

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,664,143 2,520,684

短期借入金 930,000 717,500

未払法人税等 93,993 261,208

前受金 2,061,511 1,320,377

賞与引当金 141,830 146,629

引当金 157,770 231,736

その他 190,229 234,577

流動負債合計 5,239,477 5,432,713

固定負債   

長期借入金 655,000 240,000

退職給付引当金 529,560 520,605

役員退職慰労引当金 － 42,009

その他 271,844 141,659

固定負債合計 1,456,404 944,274

負債合計 6,695,881 6,376,988
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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 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,043 1,241,034

利益剰余金 1,239,694 1,387,244

自己株式 △123,858 △123,446

株主資本合計 6,207,912 6,355,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155,674 50,424

土地再評価差額金 62,915 62,915

評価・換算差額等合計 218,589 113,340

少数株主持分 65,739 54,786

純資産合計 6,492,241 6,523,991

負債純資産合計 13,188,122 12,900,980
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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 7,050,363 4,151,692

売上原価 6,005,580 3,351,032

売上総利益 1,044,782 800,660

販売費及び一般管理費 675,494 686,058

営業利益 369,287 114,601

営業外収益   

受取利息 4,749 1,508

受取配当金 16,406 10,345

有価証券売却益 3,236 11,967

為替差益 50,118 －

受取保険金 － 9,100

その他 12,698 8,022

営業外収益合計 87,209 40,944

営業外費用   

支払利息 13,681 19,111

支払手数料 5,870 6,302

有価証券売却損 885 1,686

為替差損 － 81,332

その他 649 5,024

営業外費用合計 21,088 113,457

経常利益 435,409 42,089

特別利益   

固定資産売却益 － 221

貸倒引当金戻入額 3,761 －

完成工事補償引当金戻入額 3,249 －

前期損益修正益 － 11,983

特別利益合計 7,010 12,204

特別損失   

固定資産処分損 3,972 3,256

たな卸資産評価損 7,082 －

投資有価証券評価損 3,334 －

事務所移転費用 － 11,165

特別損失合計 14,388 14,422

税金等調整前四半期純利益 428,030 39,871

法人税等 － 81,562

法人税、住民税及び事業税 126,592 －

法人税等調整額 2,828 －

法人税等合計 129,421 81,562

少数株主利益 19,188 10,953

四半期純利益又は四半期純損失（△） 279,421 △52,644
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該当事項なし 

  

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 事業区分の方法は、商品の種類等により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 (1) コンベヤ事業 ……………ベルトコンベヤ及び附帯機器 

 (2) 立体駐車装置事業 ………機械式立体駐車装置及び附帯機器 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を第

１四半期連結会計期間から適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益がコン

ベヤ事業で2,192千円、それぞれ減少しております。 

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法は、商品の種類等により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 (1) コンベヤ事業 ……………ベルトコンベヤ及び附帯機器 

 (2) 立体駐車装置事業 ………機械式立体駐車装置及び附帯機器 

３ 「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）を第１四半期連結会計期間から適用して

おります。 

この結果、コンベヤ事業の売上高が21,363千円、営業利益が3,375千円増加しております。 

  

(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】

コンベヤ事業 
(千円)

立体駐車装置
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

4,290,993 2,759,369 7,050,363 ― 7,050,363

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

202,480 ― 202,480 （202,480) ―

計 4,493,473 2,759,369 7,252,843 (202,480) 7,050,363

営業利益 290,878 243,558 534,436 (165,149) 369,287

コンベヤ事業 
(千円)

立体駐車装置
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

1,775,993 2,375,698 4,151,692 ― 4,151,692

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

228,214 ― 228,214 （228,214) ―

計 2,004,208 2,375,698 4,379,906 (228,214) 4,151,692

営業利益 140,485 154,687 295,173 (180,571) 114,601
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在外子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

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おります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 中近東…………… バーレーン 

 (2) 東南アジア……… 台湾 

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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 

 (1) 中近東…………… バーレーン 

 (2) 東南アジア……… 台湾 

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。 

  

該当事項なし 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

中近東 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,705,574 1,583,059 3,288,633

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 7,050,363

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

24.2 22.4 46.6

東南アジア 中近東 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 273,762 229,274 2,680 505,717

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,151,692

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

6.6 5.5 0.1 12.2

(6) 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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