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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 2,089 △49.6 △292 ― △293 ― △278 ―

21年3月期第2四半期 4,146 ― 241 ― 237 ― 106 ―

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 △44.98 ―

21年3月期第2四半期 17.25 ―

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 8,682 4,245 48.9 685.05
21年3月期 9,780 4,522 46.2 729.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,245百万円 21年3月期  4,522百万円

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  

※平成22年３月期の期末配当金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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ― 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 4,300 △38.1 △530 ― △550 ― △540 ― △87.13



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、５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 

（将来に関する記述などについてのご注意） 
１．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およ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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、４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」をご覧ください。 

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 6,200,000株 21年3月期  6,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,380株 21年3月期  2,380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 6,197,620株 21年3月期第2四半期 6,197,620株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の底入れ感が見られるものの、消費マ
インドの冷え込み、雇用情勢の更なる悪化及び円高の進行など企業を取巻く環境は依然厳しい状況が続
いております。 
当業界におきましては、国内ではマンション・オフィスビル建設の大幅な減少とスクラップ価格の急

激な低下等により、解体物件は大幅に減少しております。また、海外市場では中国、インド等、一部の
需要は回復傾向にありますが、米国、欧州では依然として低迷しており、業界全体としては依然として
厳しい経営環境にあります。 
このような環境のもとで当社グループは、主力商品の油圧ブレーカー・圧砕機、環境関連機器の販売

に注力してまいりましたが、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,089百万円（前年同期比
49.6％減）、営業損失292百万円、経常損失293百万円、四半期純損失278百万円となりました。 
当第２四半期連結累計期間の事業部門の概況は次のとおりであります。 

「建設機械」 
油圧ブレーカーに関しては、公共投資減少による需要の低下、レンタル会社の投資抑制等が影響し、

売上高は140百万円（前年同期比50.9％減）となりました。圧砕機に関しては、大型解体工事やビル・
マンション解体工事が大幅に減少し、売上高は506百万円（前年同期比67.6％減）となりました。その
結果、建設機械全体では1,413百万円（前年同期比53.4％減）となりました。 
  
「環境機械」 
環境機械は、全体としてなお厳しい状況にあるものの、廃木材処理の増加により売上高は273百万円

（前年同期比16.6％増）となりました。 
  
「海外事業」 
米国子会社での売上は住宅着工や設備投資の減少を受け前年同期に比べ大幅に減少しました。また、

欧州全域においてもリーマンショックの影響が色濃く残り大幅な減少が継続しているほか、中近東にお
いても大きく落ち込みました。その結果、海外事業全体では売上高401百万円（前年同期比54.3％減）
となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の部 

（資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末の資産の残高は、8,682百万円(前連結会計年度末9,780百万円)となり

1,097百万円減少しました。現金及び預金が517百万円、受取手形及び売掛金が162百万円、商品及び製

品、原材料及び貯蔵品が131百万円減少したことが主な要因です。 

（負債の部） 

当第２四半期連結会計期間末の負債の残高は、4,437百万円(前連結会計年度末5,257百万円)となり

820百万円減少しました。流動負債は、主として支払手形及び買掛金が589百万円減少したこと等により

前連結会計年度末に比べ702百万円減少し、3,329百万円となりました。固定負債は、長期借入金が124

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて118百万円減少し、1,107百万円となりまし

た。 

（純資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は、4,245百万円(前連結会計年度末4,522百万円)となり

276百万円減少しました。利益剰余金309百万円の減少が主な要因です。 

  

・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



(2) キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結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。)は、1,908百万円

となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とそ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） 
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は389百万円（前年同期80百万円支

出）となりました。これは主に売上債権の減少額167百万円、たな卸資産の減少額148百万円がありまし
たが、仕入債務の減少額589百万円や税金等調整前四半期純損失242百万円が計上されたことによるもの
であります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は129百万円（前年同期154百万円支
出）となりました。これは主に保険積立金の解約による収入114百万円が計上されたことによるもので
あります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は274百万円（前年同期250百万円収
入）となりました。これは長期借入金の返済による支出239百万円、配当金の支払による支出30百万円
が計上されたことによるものであります。 

  

今後の業績及び経営環境等を勘案し、平成21年5月15日及び平成21年8月11日に公表した業績予想及び
配当予想を修正いたしました。詳細は平成21年11月6日に公表した「業績予想及び配当予想の修正に関
するお知らせ」をご参照ください。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
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、一部の連結子会社を除き前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見
積高を算定しております。 

  
②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。 

  
２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ
て計算しております。 
 ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計算しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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



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 2,076,215 2,593,222

受取手形及び売掛金 1,089,244 1,251,394

商品及び製品 1,497,408 1,545,242

原材料及び貯蔵品 973,352 1,057,039

その他 96,164 249,652

貸倒引当金 △2,915 △2,277

流動資産合計 5,729,469 6,694,273

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 688,887 710,103

機械装置及び運搬具（純額） 359,689 402,442

土地 1,482,126 1,482,126

その他（純額） 13,001 21,717

有形固定資産合計 2,543,705 2,616,389

無形固定資産   

その他 161,751 163,005

無形固定資産合計 161,751 163,005

投資その他の資産   

その他 261,801 312,361

貸倒引当金 △13,901 △5,493

投資その他の資産合計 247,899 306,868

固定資産合計 2,953,356 3,086,262

資産合計 8,682,826 9,780,536



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 663,519 1,253,146

短期借入金 2,150,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 353,547 454,611

未払法人税等 10,120 6,746

賞与引当金 42,897 74,366

その他 109,235 92,480

流動負債合計 3,329,320 4,031,351

固定負債   

長期借入金 755,604 879,858

退職給付引当金 248,962 245,270

役員退職慰労引当金 72,781 68,473

その他 30,469 32,924

固定負債合計 1,107,816 1,226,526

負債合計 4,437,136 5,257,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,000,265

利益剰余金 2,268,653 2,578,406

自己株式 △848 △848

株主資本合計 4,317,769 4,627,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,106 1,786

為替換算調整勘定 △74,186 △106,651

評価・換算差額等合計 △72,079 △104,864

純資産合計 4,245,689 4,522,658

負債純資産合計 8,682,826 9,780,536



(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 4,146,538 2,089,130

売上原価 2,845,104 1,519,308

売上総利益 1,301,433 569,821

販売費及び一般管理費 1,060,322 862,394

営業利益又は営業損失（△） 241,111 △292,572

営業外収益   

受取利息 6,475 3,345

受取配当金 414 222

為替差益 3,250 －

固定資産売却益 19,721 22,030

その他 5,518 10,436

営業外収益合計 35,379 36,034

営業外費用   

支払利息 25,750 24,706

債権売却損 9,439 4,426

為替差損 － 5,264

その他 3,847 3,064

営業外費用合計 39,038 37,462

経常利益又は経常損失（△） 237,452 △293,999

特別利益   

保険解約返戻金 － 51,732

特別利益合計 － 51,732

特別損失   

固定資産除却損 35,601 －

特別損失合計 35,601 －

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（△）

201,851 △242,266

法人税等 94,972 36,498

四半期純利益又は四半期純損失（△） 106,879 △278,765



(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（△）

201,851 △242,266

減価償却費 79,230 90,425

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,146 △31,454

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,362 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,177 3,691

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,274 4,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164 9,097

受取利息及び受取配当金 △6,889 △3,567

支払利息 25,750 24,706

為替差損益（△は益） 12,407 359

固定資産除売却損益（△は益） 16,499 △19,559

売上債権の増減額（△は増加） 179,193 167,432

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,180 148,328

仕入債務の増減額（△は減少） △361,835 △589,565

保険解約損益（△は益） － △51,732

その他の資産の増減額（△は増加） 29,050 9,652

その他の負債の増減額（△は減少） △21,837 19,474

小計 38,018 △460,671

利息及び配当金の受取額 7,211 3,781

利息の支払額 △26,445 △25,234

法人税等の支払額 △99,196 △8,122

法人税等の還付額 － 101,013

営業活動によるキャッシュ・フロー △80,411 △389,233

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 △190,530 △34,390

有形固定資産の売却による収入 42,850 47,574

無形固定資産の取得による支出 △340 △597

貸付金の回収による収入 1,044 744

敷金及び保証金の差入による支出 △2,322 △193

敷金及び保証金の回収による収入 1,660 2,477

保険積立金の積立による支出 △5,586 －

保険積立金の解約による収入 － 114,340

長期前払費用の取得による支出 △1,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,724 129,955

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） 250,000 －

長期借入れによる収入 250,000 －

長期借入金の返済による支出 △197,156 △239,706

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,253

配当金の支払額 △52,354 △30,924

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,489 △274,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,091 17,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,262 △517,006

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,046 2,425,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,767,308 1,908,215



当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 
該当事項はありません。 

  

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は同一セグメントに属する建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環

境関連機器の製造及び販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

  

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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

  

(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】

日本 
(千円)

北米
(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 3,569,457 577,081 4,146,538 ― 4,146,538

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

244,967 ― 244,967 (244,967) ―

計 3,814,424 577,081 4,391,506 (244,967) 4,146,538

営業利益 187,616 37,820 225,436 15,674 241,111

日本 
(千円)

北米
(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 1,845,748 243,382 2,089,130 ― 2,089,130

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

103,272 ― 103,272 (103,272) ―

計 1,949,020 243,382 2,192,403 (103,272) 2,089,130

営業利益又は営業損失(△) △259,878 △33,881 △293,760 1,188 △292,572



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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

その他……オランダ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・コロンビア・イラン 

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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

その他……オランダ・ネパール・ブータン・インド・フィリピン・ポルトガル 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 577,081 300,229 877,311

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,146,538

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.9 7.2 21.2

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 243,382 157,948 401,330

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,089,130

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.6 7.6 19.2

(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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