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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 964 △35.3 △147 ― △155 ― △158 ―

21年3月期第2四半期 1,490 ― 64 ― 55 ― 47 ―

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 △19.15 ―

21年3月期第2四半期 5.69 ―

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 2,721 649 23.9 78.30
21年3月期 3,035 802 26.4 96.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  649百万円 21年3月期  802百万円

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

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,284 △21.3 △121 ― △144 ― △150 ― △18.17



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、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。 

(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、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) 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2四半期 8,353,645株 21年3月期  8,353,645株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  61,681株 21年3月期  58,392株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 8,294,027株 21年3月期第2四半期 8,302,497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．平成21年８月６日に公表しました業績予想につきましては、本資料において修正しております。 
２．業績予想につきましては、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ております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載
の予想数値と異なる可能性があります。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策の効果や海外の景気対策の効果による輸出の回

復により国内生産は緩やかに持ち直しているものの、その水準はピーク時の７～８割の水準に戻ったにすぎず、また

雇用環境の悪化による個人消費の低迷や設備投資の減少が続いており、依然として厳しい状況で推移いたしました。

 当社にとりましても、主力製品であるウインチが関連いたします建設業界で、新設住宅着工戸数の大幅な落ち込み

や工場・倉庫の新設着工が低調に推移するなど、厳しい経営環境が続いていることや、バランサ製品で、製造業の設

備余剰感が強く、自動車関連、半導体、IT関連をはじめとした広範囲なユーザーから発注、引き合いが大幅に減少す

るなど、設備投資抑制の影響を大きく受けており、当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況にあります。 

 このような情勢の中で、当社は「攻め」の施策として、受注確保を最優先とし、引き合い処理の迅速化、提案型営

業の強化を図り、太陽光発電用パネルの施工用荷揚機や大型電動バランサの開発などに取り組みました。また、「守

り」の施策として、内製化の推進による工場稼働率のアップ、資材調達コストの引き下げや諸経費の削減などに取り

組み、損益分岐点売上高の引き下げによる採算性の向上に努めました。 

しかしながら、当社を取り巻く受注環境の悪化は予想をはるかに上回り、かつて経験したことのない厳しい状況

にあり、ウインチ製品の売上高は、前年同四半期比21.8％の減少、バランサ製品では前年同四半期比60.1％の大幅な

減少を余儀なくされました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同四半期比35.3％減の964,443千円となりました。また、損益

面では、人件費をはじめ諸経費の圧縮に努めましたが、主力製品の大幅な売上高減少及びこれに伴う生産調整の実施

により工場稼働率が低下し、固定費負担増から売上総利益率が前年同四半期比11.3ポイント悪化した結果、営業損失

147,188千円（前年同四半期は64,622千円の営業利益）、経常損失155,585千円（同55,593千円の経常利益）、四半期

純損失158,870千円（同47,207千円の四半期純利益）となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は2,721,008千円となり、前事業年度末に比べ314,449千円減少いたしま

した。その主な要因は、流動資産が受取手形及び売掛金の減少等により1,711,432千円となり、前事業年度末に比

べ309,609千円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は2,071,786千円となり、前事業年度末に比べ161,629千円減少いたし

ました。その主な要因は、流動負債が支払手形の減少等により1,516,555千円となり、前事業年度末に比べ101,432

千円減少し、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により555,230千円となり、前事業年度末に比べ60,196

千円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は649,221千円となり、前事業年度末に比べ152,820千円減少いたし

ました。その主な要因は、利益剰余金が158,870千円減少したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は406,970千円となり、

前事業年度末に比べ14,099千円増加いたしました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は14,096千円（前年同四半期は172,867千円の獲得）となりました。主な要因

は、たな卸資産の減少83,538千円、売上債権の減少242,130千円等のプラス要因がありましたが、税引前四半期

純損失155,501千円、仕入債務の減少143,650千円、損害賠償金の支払額17,800千円等のマイナス要因によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は1,621千円（前年同四半期は9,529千円の支出）となりました。主な要因は、有

形固定資産の取得による支出819千円、従業員貸付による支出800千円等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） 

財務活動の結果得られた資金は29,817千円（前年同四半期は71,298千円の支出）となりました。主な要因は、

関係会社長期借入金の約定返済60,000千円等のマイナス要因がありましたが、短期借入金の純増額100,000千円

のプラス要因によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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  最近の業績動向を踏まえ、平成21年８月６日に公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想について、下記の

とおり修正いたしました。 

（単位：百万円）

   

（修正の理由） 

  当第２四半期累計期間における業績については、世界的な不況による企業業績の急激な悪化を受け設備投資抑制の

影響が顕著に表れ、当社の受注環境は期初の予想をはるかに上回るかつて経験したことのない厳しい状況で推移い

たしました。 

  その結果、第２四半期累計期間の業績は、売上高964百万円（前回予想比36百万円の減少）、営業損失147百万円

（前回予想比８百万円の減少）、経常損失155百万円（前回予想比７百万円の減少）、四半期純損失158百万円（前

回予想比７百万円の減少）となりました。 

  こうした状況を踏まえ、平成22年３月期通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の進捗

状況を勘案し、業績の見直しを行った結果、上記の通り今回修正しております。 

  通期の業績予想につきましては、下半期において主力製品であるウインチの特注品やバランサにおいて具体的な引

き合いが増えつつあることや、新製品である太陽光発電用パネルの施工用荷揚機の拡販などにより受注環境は徐々

に改善されるものと予想し、売上高は前回予想額2,320百万円より36百万円下回る2,284百万円を見込んでおりま

す。損益面では、36百万円減収の影響をさらなる経費削減により吸収し、営業損失121百万円、経常損失144百万

円、当期純損失150百万円と前回と同額を見込んでおります。 

  

 （注）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くものであり、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。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）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）を当第１四半期会計期間より適用し、平成21年４月１日以降に着手した工事契約につ

いて、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準（工

事進捗度の見積りは原価比例法）によっております。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

 前回予想 （Ａ）  2,320  △121  △144  △150   △18.17

 今回修正 （Ｂ）  2,284  △121  △144  △150   △18.17

 増減額 （Ｂ－Ａ）  △36   0   0   0  － 

 増減率  （％）  △1.6 －  －  －  － 

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期）  
 2,904   101   78   44   5.33

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 406,970 392,871

受取手形及び売掛金 667,767 909,898

商品及び製品 108,979 142,724

仕掛品 26,368 47,836

原材料及び貯蔵品 484,332 512,659

その他 17,017 15,079

貸倒引当金 △3 △27

流動資産合計 1,711,432 2,021,041

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 149,132 154,117

土地 723,755 723,755

その他（純額） 41,433 49,136

有形固定資産合計 914,321 927,010

無形固定資産 12,226 13,647

投資その他の資産   

投資有価証券 36,793 29,268

出資金 24,520 24,520

破産更生債権等 22,150 22,181

その他 21,714 19,969

貸倒引当金 △22,150 △22,181

投資その他の資産合計 83,027 73,758

固定資産合計 1,009,575 1,014,416

資産合計 2,721,008 3,035,457
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 281,287 424,938

短期借入金 1,050,000 950,000

関係会社短期借入金 1,873 11,799

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 4,321 8,497

賞与引当金 8,000 16,000

その他 51,072 86,753

流動負債合計 1,516,555 1,617,988

固定負債   

関係会社長期借入金 347,500 407,500

退職給付引当金 206,375 207,527

その他 1,355 400

固定負債合計 555,230 615,427

負債合計 2,071,786 2,233,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △241,439 △82,568

自己株式 △8,240 △7,983

株主資本合計 647,818 806,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,403 △4,904

評価・換算差額等合計 1,403 △4,904

純資産合計 649,221 802,041

負債純資産合計 2,721,008 3,035,457
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(2) 四半期損益計算書 
(第２四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 1,490,089 964,443

売上原価 1,130,016 840,406

売上総利益 360,072 124,036

販売費及び一般管理費 295,450 271,224

営業利益又は営業損失（△） 64,622 △147,188

営業外収益   

受取利息 31 16

受取配当金 523 281

受取賃貸料 3,027 3,091

保険配当金 4,235 4,492

その他 2,049 417

営業外収益合計 9,866 8,299

営業外費用   

支払利息 15,537 13,988

その他 3,358 2,708

営業外費用合計 18,895 16,697

経常利益又は経常損失（△） 55,593 △155,585

特別利益   

固定資産売却益 － 29

貸倒引当金戻入額 358 55

特別利益合計 358 84

特別損失   

投資有価証券評価損 5,374 －

特別損失合計 5,374 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 50,577 △155,501

法人税、住民税及び事業税 3,369 3,369

法人税等合計 3,369 3,369

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,207 △158,870
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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２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

50,577 △155,501

減価償却費 20,700 14,859

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,402 △1,152

賞与引当金の増減額（△は減少） － △8,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △358 △55

受取利息及び受取配当金 △554 △298

支払利息 15,537 13,988

有形固定資産売却損益（△は益） － △29

売上債権の増減額（△は増加） 178,804 242,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,966 83,538

仕入債務の増減額（△は減少） △34,095 △143,650

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,774 △7,105

割引手形の増減額（△は減少） △12 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,374 －

その他 11,138 △14,312

小計 216,967 24,413

利息及び配当金の受取額 554 298

利息の支払額 △17,435 △14,268

損害賠償金の支払額 － △17,800

法人税等の支払額 △27,219 △6,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,867 △14,096

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 △7,426 △819

有形固定資産の売却による収入 － 270

無形固定資産の取得による支出 △251 △160

投資有価証券の取得による支出 △1,935 △261

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 82 148

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,529 △1,621

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） 400,000 100,000

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △413,531 △9,925

関係会社長期借入金の返済による支出 △57,400 △60,000

自己株式の取得による支出 △367 △257

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,298 29,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,039 14,099

現金及び現金同等物の期首残高 220,998 392,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 313,037 406,970
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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