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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 17,814 △43.0 △707 ― △739 ― △642 ―

21年3月期第2四半期 31,280 ― 2,184 ― 2,364 ― 1,217 ―

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 △10.96 ―

21年3月期第2四半期 20.77 ―

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 66,175 28,917 43.7 493.34
21年3月期 73,333 29,927 40.8 510.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  28,917百万円 21年3月期  29,927百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 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 36,500 △32.8 △1,000 ― △1,100 ― △1,000 ― △17.06
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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、４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 

 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ます。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。 
 なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページの【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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 58,717,936株 21年3月期  58,717,936株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  101,106株 21年3月期  99,631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 58,617,056株 21年3月期第2四半期 58,630,805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)における我が国経済は、第1四半期に引き続き、

雇用状況の悪化や設備投資の減少など、依然として景気回復の兆しはみえず、極めて不透明な状況が続いており

ます。 

当社グループをとりまく事業環境も、中国における油圧ショベルの販売環境に明るさがみえますものの、その

他の地域及び国内におきましては、建設用クレーン・油圧ショベルともに需要は低迷し、予想を大きく下回る厳

しい状況となっております。このような状況下、当社グループといたしましては、積極的な営業活動と新規顧客

の開拓に注力する一方、工場の一時休業や役員報酬・管理職給与の一部カット等種々コスト削減を徹底継続して

まいりました。しかしながら、当第2四半期連結累計期間の業績は前年に比べ大きく落込む結果となり、売上高は

荷役機械事業として、87億5千3百万円（前年同四半期比40.9％）、建設機械事業は、88億3百万円（前年同四半期

比91.5％）となりました。路面清掃車等のその他の事業につきましては、2億5千8百万円（前年同四半期比

97.6％）となりました。その結果、総売上高は178億1千4百万円（前年同四半期比57.0％）となりました。 

利益面につきましては、販売価格の維持と、経費削減に努めましたが、販売環境の悪化は改善されず、売上高

の落込みに伴い、営業損失7億7百万円、経常損失7億3千9百万円、四半期純損失6億4千2百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 荷役機械事業 

建設用クレーンの事業環境は、国内においては経済環境の悪化に伴い、顧客の買い控えにより需要の停滞が

続いております。海外におきましても、昨年秋以降に顕在化しました世界規模での景気悪化に回復の兆しがみ

えず、引き続き厳しい状況となっております。この結果、売上高は87億5千3百万円と前年同四半期と比べ126億

4千4百万円（59.1％）の減収となりました。利益面につきましては、営業利益は3億4千5百万円と前年同四半期

に比べ14億2千2百万円（80.5％）の減益となりました。 

 

② 建設機械事業 

油圧ショベルを中心とする建設機械事業の環境は、国内においては昨年秋以降に悪化した景気の落ち込みに

伴い、需要は急減したまま回復の兆しはみえません。海外におきましては、中国は引き続き活発な需要があり

ますものの、その他の地域は国内同様回復の兆しはみえず、厳しい受注環境となっております。その結果、売

上高は88億3百万円と前年同四半期と比べ、8億1千5百万円（8.5％）の減収となりました。利益面につきまして

は、増加しました製品在庫の整理を優先して行ないました結果、10億9千6百万円の営業損失となりました。 

 

③ その他の事業 

路面清掃車、万能吸引車等のその他の事業は、比較的安定した結果となり、売上高は2億5千8百万円と前年同

四半期と比べ6百万円（2.4％）の減収となりましたものの、利益面につきましては、営業利益は4千4百万円と

前年同四半期に比べ1千3百万円（44.0％）の増益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

(資産の状況) 

総資産は、前連結会計年度末に比べ71億5千7百万円減少し、661億7千5百万円となりました。これは、主とし

てたな卸資産が23億5千6百万円、受取手形（長期受取手形含む）及び売掛金が25億2百万円、現金及び預金が9

億6千5百万円減少したこと等によります。 

 

(負債の状況) 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ61億4千7百万円減少し、372億5千7百万円となりました。これは、短

期・長期借入金が32億8百万円増加しましたものの、支払手形（設備関係支払手形含む）・買掛金が90億9千万

円減少したことが主な要因であります。 

 

(純資産の状況) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ10億1千万円減少し、289億1千7百万円となりました。これは、主として

利益剰余金の減少9億6百万円によるものであります。 
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は92億8千2百万円となり、前連結会

計年度末と比較して9億6千5百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、つぎのと

おりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金は、24億3千9百万円の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失6

億7百万円、仕入債務の減少84億6千2百万円等の減少要因と、売上債権の減少24億4千万円、たな卸資産の減少

22億9千8百万円等の増加要因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) 

投資活動による資金の減少は、14億2千7百万円となりました。その主な要因は、工場関係の機械設備等の取

得14億1百万円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) 

財務活動による資金の増加は、29億4千4百万円となりました。その主な要因は、短期借入金の増加5億5千5百

万円ならびに長期借入金の増加43億円の増加要因と、長期借入金の返済16億4千7百万円ならびに配当金の支払

い2億6千3百万円の減少要因によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間の業績は、予想を大きく下回る結果となりました。通期の業績といたしましては、国

内におきましては、公共事業抑制を目的とする諸政策等もあり、先行きは極めて不透明な状況が続き、当面、急

激な好転は難しいものと予想されます。また、海外におきましても、中国での活発な油圧ショベル需要の増加に

期待がもてますものの、その他の地域におけるクレーン・ショベルの落ち込みをカバーするまでにはいたらず、

厳しい状況が続くものと予想されます。このような状況を踏まえ、平成21年11月4日に業績予想を修正しておりま

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） 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、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固定資産の減価償却費の算定方法 

  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、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、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。 

④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。 

 

(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。 
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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：百万円）

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 9,282 10,248

受取手形 8,362 10,203

売掛金 8,845 8,969

商品及び製品 10,039 10,337

仕掛品 2,527 3,510

原材料及び貯蔵品 5,809 6,884

繰延税金資産 1,136 1,103

その他 794 2,215

貸倒引当金 △80 △95

流動資産合計 46,717 53,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,066 3,148

機械装置及び運搬具（純額） 1,086 914

土地 2,548 2,548

建設仮勘定 110 772

その他（純額） 224 267

有形固定資産合計 8,036 7,652

無形固定資産 154 159

投資その他の資産   

投資有価証券 632 640

長期受取手形 8,413 8,951

信託受益権 － 923

破産更生債権等 2,649 2,649

繰延税金資産 507 551

その他 1,728 1,097

貸倒引当金 △2,665 △2,670

投資その他の資産合計 11,266 12,143

固定資産合計 19,457 19,955

資産合計 66,175 73,333
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,630 15,181

買掛金 2,843 3,827

短期借入金 10,705 10,150

1年内返済予定の長期借入金 3,648 3,124

未払法人税等 31 55

割賦販売前受利息 1,262 1,336

賞与引当金 377 400

製品保証引当金 232 285

その他 1,184 1,753

流動負債合計 27,916 36,115

固定負債   

長期借入金 7,942 5,813

退職給付引当金 812 894

役員退職慰労引当金 571 562

その他 15 19

固定負債合計 9,341 7,290

負債合計 37,257 43,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,935 2,935

資本剰余金 7,109 7,109

利益剰余金 18,979 19,885

自己株式 △24 △24

株主資本合計 29,000 29,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 119

為替換算調整勘定 △198 △99

評価・換算差額等合計 △82 20

純資産合計 28,917 29,927

負債純資産合計 66,175 73,333
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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：百万円）

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 31,280 17,814

売上原価 26,106 16,200

売上総利益 5,173 1,614

販売費及び一般管理費   

運賃 626 469

給料及び手当 602 589

賞与引当金繰入額 245 181

製品保証引当金繰入額 30 －

減価償却費 45 47

その他 1,437 1,033

販売費及び一般管理費合計 2,989 2,322

営業利益又は営業損失（△） 2,184 △707

営業外収益   

受取利息 17 20

割賦販売受取利息 305 346

受取配当金 10 9

その他 22 69

営業外収益合計 354 444

営業外費用   

支払利息 124 170

債権信託費用 19 －

為替差損 29 271

その他 1 34

営業外費用合計 175 477

経常利益又は経常損失（△） 2,364 △739

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 32 1

製品保証引当金戻入額 － 53

事業整理益 － 85

その他 1 －

特別利益合計 34 140

特別損失   

固定資産除却損 4 0

事業整理損 － 7

その他 0 －

特別損失合計 5 8

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（△）

2,392 △607

法人税、住民税及び事業税 1,002 20

法人税等調整額 178 13

法人税等合計 1,181 34

少数株主損失（△） △6 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,217 △642
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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) 

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（△）

2,392 △607

減価償却費 307 359

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △120 △82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 8

受取利息及び受取配当金 △27 △29

支払利息 124 170

為替差損益（△は益） 27 54

割賦販売前受利息の増減額(△は減少) △24 △73

固定資産売却損益（△は益） － △0

固定資産除却損 4 0

事業整理益 － △85

事業整理損失 － 7

売上債権の増減額（△は増加） △494 2,440

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,029 2,298

仕入債務の増減額（△は減少） 1,151 △8,462

未払費用の増減額（△は減少） △72 △25

未収消費税等の増減額（△は増加） － 592

その他 △229 309

小計 △2 △3,144

利息及び配当金の受取額 27 20

利息の支払額 △143 △172

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,051 856

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,170 △2,439

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 △916 △1,401

有形固定資産の売却による収入 1 6

無形固定資産の取得による支出 △3 △6

その他 △25 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △944 △1,427

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） 500 555

長期借入れによる収入 － 4,300

長期借入金の返済による支出 △1,456 △1,647

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △381 △263

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,339 2,944

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,402 △965

現金及び現金同等物の期首残高 13,862 10,248

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,459 9,282
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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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 荷役機械…………建設用クレーン 

(2) 建設機械…………油圧ショベル、アースドリル 

(3) その他……………路面清掃車、万能吸引車 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

第1四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、従来の方法に比べて当第2四半期連結累計期間の営業利

益は、荷役機械事業が201百万円減少し、その他の事業が5百万円減少しております。 

 (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い) 

第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）が適用されたことに伴い、従来の方法

に比べて当第2四半期連結累計期間の営業利益は、荷役機械事業が186百万円減少しております。 

 

 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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 荷役機械…………建設用クレーン 

(2) 建設機械…………油圧ショベル、アースドリル 

(3) その他……………路面清掃車、万能吸引車 

 荷役機械 

(百万円) 

建設機械 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
21,397 9,618 264 31,280  －  31,280 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  － －  －  －   － 

計 21,397 9,618 264 31,280  － 31,280 

営業利益 1,767 385 30 2,184 －  2,184 

 荷役機械 

(百万円) 

建設機械 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
8,753 8,803 258 17,814  －  17,814 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  － －  －  －   － 

計 8,753 8,803 258 17,814  － 17,814 

営業利益又は営業損失（△） 345 △1,096 44 △707 －  △707 
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【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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本国内の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

 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） 

日本 

（百万円） 

中国 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高           

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
15,727 2,087 17,814 ― 17,814

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,294 ― 1,294 (1,294) ―

計 17,022 2,087 19,109 (1,294) 17,814

営業利益又は営業損失（△） △852 216 △636 (70) △707

(注) 国又は地域の区分は、連結会社の所在国によっております。 

 

【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） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,820 5,522 8,343

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 31,280

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
9.0 17.7 26.7

(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 各区分の主な国又は地域 

(1) アジア……………東アジア、東南アジア他 

(2) その他の地域……ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オーストラリア他 

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） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,186 1,039 7,225

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 17,814

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
34.7 5.9 40.6

(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 各区分の主な国又は地域 

(1) アジア……………東アジア、東南アジア他 

(2) その他の地域……ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オーストラリア他 

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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