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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 9,962 △42.4 △129 ― △141 ― △76 ―

21年3月期第2四半期 17,298 ― 425 ― 423 ― 313 ―

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 △12.01 ―

21年3月期第2四半期 49.20 ―

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 24,782 9,479 38.2 1,488.52
21年3月期 27,388 9,571 34.8 1,497.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,479百万円 21年3月期  9,544百万円

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 ― 20.00 20.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 25,000 △19.4 150 △49.5 150 △49.2 80 △35.9 12.56
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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、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) 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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 6,615,070株 21年3月期  6,615,070株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  246,791株 21年3月期  243,341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 6,369,422株 21年3月期第2四半期 6,371,832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におけるわが国経済は、「経済危機対策」により、家電、自動車を始めとした

一部業界につきましては、やや持ち直しの動きが見られたものの、民間設備投資は低調に推移するととも

に、失業率上昇の影響を受け、個人消費は総じて低迷を続けるなど、非常に厳しい状況の中で推移いたし

ました。 

このような状況の中、当社グループの連結業績につきましては、建設機械の販売が低調に推移するとと

もに、電子部品・半導体製造装置の販売が設備投資凍結・延期の影響を受けた結果、売上高は 99 億６千２

百万円（前年同期比 42.4％減）、営業損失は１億２千９百万円（前年同期は営業利益４億２千５百万円）、

経常損失は１億４千１百万円（前年同期は経常利益４億２千３百万円）、四半期純損失は７千６百万円（前

年同期は四半期純利益３億１千３百万円）となりました。 

 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(1)建設機械事業 

建設機械事業におきましては、民主党政権誕生により、公共工事見直しの影響を受けるとともに、民間

設備投資の凍結や不動産業の低迷を受け、厳しい状況が続く中、継続して高付加価値商品の販売強化に努

めるとともに、既存顧客の深耕による新たな需要の創造にも努めてまいりました。しかしながら、工事減

少の影響を受け、建設機械の販売が低調に推移するとともに、円高による輸出採算の悪化、更には取引先

の経営破綻により貸倒が発生した結果、売上高は 59 億２千９百万円（前年同期比 30.1％減）、営業損失は

８千９百万円（前年同期は営業利益２億７百万円）となりました。 

 

(2)産業機器事業 

産業機器事業におきましては、大手電子部品・半導体メーカーの設備投資凍結・延期が続く中、設備投

資の影響が軽微な生産部品・消耗部品の販売強化に努めるとともに、提案営業の強化により、省エネルギ

ー分野を中心とした開発案件の獲得や品質向上に向けた設備投資案件の獲得に努めてまいりました。しか

しながら、電子部品・半導体製造装置を始めとした機械受注が低調に推移した結果、売上高は 38 億５千８

百万円（前年同期比 55.3％減）、営業利益は１億１千８百万円（前年同期比 72.3％減）となりました。 

 

(3)砕石事業 

砕石事業におきましては、公共工事の低迷に加え、民間工事につきましても厳しい状況が続く中、中小

規模の工事受注に向けての取り組みを強化するとともに、生産効率の向上にも努めてまいりました。しか

しながら、建築用生コン向けの需要が低調に推移した結果、売上高は１億７千４百万円（前年同期比 2.3％

減）となりましたが、原油価格の落ち着きを受け、燃料コストが減少したことにより、営業利益は７百万

円（前年同期比 16.9％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産は、前連結会計年度末に比べ 26 億５百万円減少（9.5％）し、247 億８千２百万円となりました。

増減の主な内容は、現金及び預金が２億８千９百万円、受取手形及び売掛金が 14 億４千８百万円、貸与資

産が８億４千１百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 25 億１千３百万円減少（14.1％）し、153 億３百万円となりました。

増減の主な内容は、短期借入金が３億円増加したものの、支払手形及び買掛金が 28 億３百万円減少したこ

とによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ９千２百万円減少（1.0％）し、94 億７千９百万円となりました。

増減の主な内容は、保有株式の上昇によりその他有価証券評価差額金が１億２千６百万円増加したものの、

利益剰余金が２億３百万円減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は 38.2％と前連結会計年度末に比べ 3.4 ポイント上昇いたしました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成 21 年 11 月６日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」において

公表いたしました業績予想から変更はありません。 

 

４．その他 
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(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。 

 ②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なものについては、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。 

 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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場合に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、あるいは、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には前連結会計年度において使用した将来予想やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 ④連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときは、親会社の金額に合わせる方法により

相殺消去しております。 

 

(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：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 1,190,528 1,480,202

受取手形及び売掛金 10,690,735 12,138,843

商品及び製品 2,134,300 2,267,279

貯蔵品 5,567 4,974

その他 1,150,890 1,216,699

貸倒引当金 △346,350 △375,875

流動資産合計 14,825,673 16,732,124

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 6,435,436 7,277,367

その他（純額） 1,330,871 1,384,223

有形固定資産合計 7,766,307 8,661,591

無形固定資産 63,377 71,602

投資その他の資産   

投資有価証券 1,182,290 964,032

その他 1,467,292 1,442,793

貸倒引当金 △521,944 △483,334

投資その他の資産合計 2,127,639 1,923,491

固定資産合計 9,957,324 10,656,685

資産合計 24,782,997 27,388,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,179,645 6,982,991

短期借入金 3,190,000 2,890,000

リース債務 3,130,596 3,276,613

未払法人税等 68,399 15,040

賞与引当金 113,908 155,266

割賦利益繰延 1,161,304 1,213,390

その他 1,552,536 1,390,587

流動負債合計 13,396,390 15,923,889

固定負債   

長期借入金 1,100,000 1,100,000

退職給付引当金 254,862 244,685

役員退職慰労引当金 74,072 74,574

その他の引当金 356,334 351,754

その他 122,036 122,036

固定負債合計 1,907,306 1,893,050

負債合計 15,303,697 17,816,940

-5-

㈱南陽(7417) 平成22年3月期 第2四半期決算短信



（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 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 7,319,974 7,523,909

自己株式 △230,882 △229,589

株主資本合計 9,286,272 9,491,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 237,353 110,592

為替換算調整勘定 △44,325 △57,362

評価・換算差額等合計 193,028 53,230

少数株主持分 － 27,138

純資産合計 9,479,300 9,571,869

負債純資産合計 24,782,997 27,388,809
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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 17,298,360 9,962,207

売上原価 14,977,834 8,442,264

差引売上総利益 2,320,526 1,519,942

割賦販売未実現利益戻入額 276,237 236,357

割賦販売未実現利益繰入額 215,523 215,419

売上総利益 2,381,240 1,540,880

販売費及び一般管理費 1,955,436 1,670,562

営業利益又は営業損失（△） 425,803 △129,681

営業外収益   

受取利息 12,013 6,839

受取配当金 12,661 32,041

持分法による投資利益 21,969 5,635

その他 35,647 20,311

営業外収益合計 82,292 64,826

営業外費用   

支払利息 66,888 65,113

その他 17,445 11,230

営業外費用合計 84,334 76,343

経常利益又は経常損失（△） 423,761 △141,198

特別利益   

固定資産売却益 8,294 －

投資有価証券売却益 32 －

収用補償金 102,389 －

移転補償金 － 60,000

貸倒引当金戻入額 18,107 53,908

償却債権取立益 3,860 11,603

特別利益合計 132,685 125,511

特別損失   

固定資産売却損 505 －

固定資産除却損 20,140 334

貸倒引当金繰入額 3,500 －

その他 － 14,094

特別損失合計 24,146 14,429

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（△）

532,300 △30,115

法人税、住民税及び事業税 178,553 68,133

法人税等調整額 43,235 5,389

法人税等合計 221,789 73,522

少数株主損失（△） △2,993 △27,138

四半期純利益又は四半期純損失（△） 313,504 △76,499

-7-

㈱南陽(7417) 平成22年3月期 第2四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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（△）

532,300 △30,115

減価償却費 764,098 705,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △139,187 9,084

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,020 △41,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,608 10,177

受取利息及び受取配当金 △24,675 △38,880

支払利息 66,888 65,113

持分法による投資損益（△は益） △21,969 △5,635

投資有価証券売却損益（△は益） △32 －

固定資産除売却損益（△は益） 12,351 334

売上債権の増減額（△は増加） 1,228,031 1,639,724

たな卸資産の増減額（△は増加） △319,422 132,385

仕入債務の増減額（△は減少） △2,006,422 △2,803,346

その他 △232,510 △267,273

小計 △168,177 △624,006

利息及び配当金の受取額 54,649 58,488

利息の支払額 △66,887 △64,874

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △209,969 157,027

営業活動によるキャッシュ・フロー △390,384 △473,365

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 △977,899 △247,091

有形固定資産の売却による収入 677,385 667,222

無形固定資産の取得による支出 △34,729 △1,700

投資有価証券の取得による支出 △7,001 △3,132

投資有価証券の売却による収入 4,642 799

関係会社株式の売却による収入 4,000 －

貸付けによる支出 △50,000 △28,600

貸付金の回収による収入 11,174 940

その他の支出 △4,578 △8,283

その他の収入 3,158 2,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,848 382,418

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） 65,630 300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △403,266 △371,184

自己株式の取得による支出 △7 △18

配当金の支払額 △159,295 △127,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △496,938 △198,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,261,214 △289,675

現金及び現金同等物の期首残高 2,377,023 1,473,655

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,115,808 1,183,979
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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) 

   
建設機械事業 

(千円) 

産業機器事業

(千円) 

砕石事業 

(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 
 8,488,685  8,630,936  178,738  17,298,360 ―  17,298,360

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 16,025  5,185  24  21,235  (21,235) ―

計  8,504,711  8,636,122  178,762  17,319,596  (21,235)  17,298,360

営業利益  207,680  425,912  6,570  640,163  (214,359)  425,803

 

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) 

   
建設機械事業 

(千円) 

産業機器事業

(千円) 

砕石事業 

(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 
5,929,522 3,858,022 174,662 9,962,207 ― 9,962,207

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
23,790 6,273 ― 30,064 (30,064) ―

計 5,953,312 3,864,296 174,662 9,992,272 (30,064) 9,962,207

営業利益又は営業損失（△） △89,316 118,156 7,681 36,520 (166,202) △129,681

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な取扱い品目は次のとおりであります。 

   建設機械事業  一般土木機械、アタッチメント、産業用車輌、クレーン 

   産業機器事業  機械要素、油空圧機器、機械装置、電子機器 

   砕石事業    砕石、再生材、廃材、玉石類 

３ 会計処理の方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「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」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用し

ております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が建設機械事業で14,751千円減少しております。 

 

【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)  

 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 
 
 
 
 
 

-9-

㈱南陽(7417) 平成22年3月期 第2四半期決算短信



【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(千円)  2,107,646  656,242  2,763,888

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ―  17,298,360

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 12.2  3.8  16.0

 

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(千円) 909,940 86,978 996,918

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 9,962,207

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
9.1 0.9 10.0

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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は、以下のとおりであります。 

   アジア   ：中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

   その他の地域：ヨーロッパ、北米、オセアニア 

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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