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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 23,874 △45.7 330 △92.3 431 △90.1 294 △87.8

21年3月期第3四半期 43,987 ― 4,300 ― 4,339 ― 2,409 ―

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3四半期 3.70 ―

21年3月期第3四半期 30.34 ―

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3四半期 57,858 43,914 74.7 544.30
21年3月期 63,426 44,691 69.4 554.44

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  43,234百万円 21年3月期  44,040百万円

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  

２２年３月期末の配当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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 5.00 ―

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 34,000 △41.0 1,000 △81.2 1,050 △80.7 600 △80.1 7.55
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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（２）をご覧下さい。] 

(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 

 上記の業績予想は、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り、予想数値
と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件につきましては、３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
的情報をご覧下さい。 
 
 その他特記事項 
 配当金につきましては、当社の業績・市場環境及び内部留保並びに継続的な配当などを総合的に勘案し、株主様のご期待にお応えしたいと考えており
ます。しかしながら、経営環境の先行きが依然不透明であることにより、期末の配当につきましては、現時点では未定とさせて頂き、今後の業績動向等を
勘案した上で、期末決算を目処にご提案させて頂きたいと考えております。 

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3四半期 79,453,250株 21年3月期  79,453,250株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  20,807株 21年3月期  20,007株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 79,432,706株 21年3月期第3四半期 79,434,282株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済対策の効果もあり、一部に持ち直しの兆しが見られるものの、民間設備投資の抑制、所得・雇用情

勢の悪化、個人消費の低迷などは依然として続いており、景気は厳しい状況で推移いたしました。 

当グループの主な国内販売先につきましては、レンタル業界をはじめ各業界とも景気低迷を踏まえた設

備投資の抑制が依然として続いており、販売面において影響を受ける結果となりました。一方、海外につ

きましても、欧州市場の低迷に加え、為替も引き続き円高で推移しており、非常に厳しい状況で推移いた

しました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高２３８億７千４百万円（前年同四半期

比４５.７％減）となりました。利益につきましては、営業利益は３億３千万円（同９２.３％減）とな

り、経常利益は４億３千１百万円（同９０.１％減）となりました。また、四半期純利益は２億９千４百

万円（同８７.８％減）となり、前年同四半期比で減収減益となりました。 

  

（１）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１２.３％減少し、３５９億２千９百万円となりまし

た。これは主に、預け金が２８億６千６百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が７３億４百万

円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、２.３％減少し、２１９億２千９百万円となりました。

これは主に、有形固定資産が５億４千７百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、８.８％減少し、５７８億５千８百万円となり

ました。 

（２）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、３３.７％減少し、９５億６千１百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が３５億９千３百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、１.８％増加し、４３億８千２百万円となりました。こ

れは主に、退職給付引当金が７千２百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、２５.６％減少し、１３９億４千４百万円と

なりました。 

（３）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、１.７％減少し、４３９億１千４百万円となりまし

た。これは主に、配当金の支払に伴い利益剰余金が８億９千７百万円減少したことなどによります。

  

通期の業績につきましては、景気の先行き不透明感から、国内販売先ではレンタル業界をはじめ各業界

とも設備投資の抑制が続くことが予想されます。また海外につきましても、欧州市場の低迷が続くことが

予想されますが、平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年10月29日公表の第２四半期

決算短信の予想数値から変更はありません。 

  

【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。 

  

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きましては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する

方法によっております。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,803,891 1,895,900

預け金 18,574,620 15,708,214

受取手形及び売掛金 9,643,748 16,948,115

商品及び製品 1,112,788 651,315

仕掛品 1,553,163 1,867,544

原材料及び貯蔵品 2,238,187 2,514,472

繰延税金資産 544,109 548,321

その他 464,918 854,716

貸倒引当金 △5,680 △10,416

流動資産合計 35,929,748 40,978,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,638,027 4,938,379

機械装置及び運搬具（純額） 2,336,996 2,939,408

土地 8,772,657 8,772,657

その他（純額） 695,105 339,903

有形固定資産合計 16,442,787 16,990,349

無形固定資産 610,364 634,509

投資その他の資産   

投資有価証券 2,873,264 2,684,088

繰延税金資産 1,647,311 1,764,324

その他 413,588 433,242

貸倒引当金 △58,084 △57,770

投資その他の資産合計 4,876,080 4,823,885

固定資産合計 21,929,232 22,448,743

資産合計 57,858,980 63,426,928

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,458,712 10,052,195

未払法人税等 68,082 744,520

役員賞与引当金 45,000 78,000

製品保証引当金 26,600 82,900

その他 2,963,320 3,471,704

流動負債合計 9,561,715 14,429,320

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 798,772 798,772

退職給付引当金 3,052,499 2,979,797

役員退職慰労引当金 130,310 197,800

その他 401,073 330,233

固定負債合計 4,382,655 4,306,603

負債合計 13,944,371 18,735,923
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,379 9,923,380

利益剰余金 24,964,486 25,861,898

自己株式 △13,409 △13,071

株主資本合計 45,299,782 46,197,532

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 628,138 523,751

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △171,600 △159,148

評価・換算差額等合計 △2,064,981 △2,156,917

少数株主持分 679,808 650,389

純資産合計 43,914,608 44,691,004

負債純資産合計 57,858,980 63,426,928
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(２)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 43,987,656 23,874,882

売上原価 34,032,412 19,316,826

売上総利益 9,955,243 4,558,056

販売費及び一般管理費 5,655,064 4,227,408

営業利益 4,300,178 330,647

営業外収益   

受取利息 75,294 83,538

受取配当金 74,362 61,297

その他 124,610 62,221

営業外収益合計 274,267 207,057

営業外費用   

支払利息 639 560

為替差損 218,446 21,501

開業費償却 － 68,916

その他 15,657 15,617

営業外費用合計 234,743 106,595

経常利益 4,339,702 431,110

特別利益   

固定資産売却益 － 374

投資有価証券売却益 16,023 176

貸倒引当金戻入額 24,897 1,992

特別利益合計 40,920 2,544

特別損失   

固定資産売却損 － 108

固定資産除却損 24,399 818

投資有価証券評価損 35,831 4,140

特別損失合計 60,230 5,066

税金等調整前四半期純利益 4,320,392 428,587

法人税、住民税及び事業税 1,501,255 86,068

法人税等還付税額 － △17,902

法人税等調整額 293,498 31,997

法人税等合計 1,794,754 100,164

少数株主利益 115,957 34,339

四半期純利益 2,409,680 294,083
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連

結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

当社及び連結子会社が営んでいる事業内容は、その大部分が高所作業車等の製造・販売及びアフ

ターサービスなどに関連する事業を行っており、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計

額に占める割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連

結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも９０％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によって区分しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域  

     欧州・・・・・・・オランダ 

     アジア・・・・・・中国、韓国 

     その他の地域・・・米国、ニュージーランド 

   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。 

  

(３) 継続企業の前提に関する注記

(４) セグメント情報

欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,173,196 3,713,786 801,296 9,688,279

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 43,987,656

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合（％）

11.8 8.4 1.8 22.0
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によって区分しております。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域  

     アジア・・・・・・中国、韓国 

     欧州・・・・・・・オランダ 

     その他の地域・・・米国、ニュージーランド 

   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。 

  

売上高の内訳 

(単位 千円)

 
  

  

  

  

  

アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,251,187 225,952 262,113 2,739,253

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 23,874,882

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合（％）

9.4 1.0 1.1 11.5

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６.その他の情報

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

品     目 (自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日)

特
装
車

穴 掘 建 柱 車 1,442,738 1,036,023

高 所 作 業 車 31,724,209 13,305,739

そ    の    他 1,462,712 1,561,017

計 34,629,660 15,902,780

中      古      車 979,085 912,279

部  品  ・  修  理 6,534,016 5,623,819

そ      の      他 1,844,893 1,436,002

合      計 43,987,656 23,874,882
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