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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 15,253 △39.7 △20 ― △44 ― 41 △86.2

21年3月期第3四半期 25,305 ― 458 ― 449 ― 303 ―

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 6.55 ―

21年3月期第3四半期 47.58 ―

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 24,947 9,489 38.0 1,490.06
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3四半期  9,489百万円 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、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 

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3四半期 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3四半期  246,811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3四半期 6,369,036株 21年3月期第3四半期 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、主要国の景気刺激策により、家電、自動車業界につ

きましては、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、失業率は高止

まりで推移し、個人消費は総じて低迷を続けるなど、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、電子部品・半導体製造装置の販売につ

きましては、最悪期を脱しつつあるものの、建設機械の販売が低調に推移した結果、売上高は 152 億５千

３百万円（前年同期比 39.7％減）、営業損失は２千万円（前年同期は営業利益４億５千８百万円）、経常損

失は４千４百万円（前年同期は経常利益４億４千９百万円）となりました。なお、四半期純利益につきま

しては、保有株式の見直しによる売却を行った結果、４千１百万円（前年同期比 86.2％減）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、政府の公共工事見直しにより、取引先の設備投資マインドが著しく低下し、

建設機械の販売が低調に推移するとともに、円高により海外輸出につきましても大幅に減少した結果、売

上高は 87 億６千４百万円（前年同期比 31.0％減）、営業利益は２千７百万円（前年同期比 84.2％減）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・半導体メーカーの生産は上向くものの、本格的な設備投

資の回復には至らない中、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、Ｌ

ＥＤを始めとした省エネルギー分野における開発案件の獲得にも努めてまいりました。しかしながら、電

子部品・半導体製造装置の販売は底を打ったものの、その他の一般産業機械の販売が低調に推移した結果、

売上高は 62 億５千４百万円（前年同期比 49.3％減）、営業利益は２億２百万円（前年同期比 66.1％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、補修

工事や護岸工事などの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２億３千

４百万円（前年同期比 11.4％減）、営業損失は４百万円（前年同期は営業損失０百万円）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 24 億４千万円減少（8.9％）し、249 億４千７百万円となりました。

増減の主な内容は、受取手形及び売掛金が 12 億４千１百万円、貸与資産が９億５千２百万円減少したこと

によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 23 億５千８百万円減少（13.2％）し、154 億５千８百万円となりまし

た。増減の主な内容は、支払手形及び買掛金が 22 億５千８百万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８千２百万円減少（0.9％）し、94 億８千９百万円となりました。

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２千８百万円増加したものの、利

益剰余金が８千５百万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 38.0％と前連結会計年度末に比べ 3.2 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 

平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 21 年 11 月６日に公表いたしました業績予想に修

正はありません。 
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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） 

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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ②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。 

 ③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。 

 ④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場合に前連結会計年度において使用した将来の業績予想や

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の業績予想

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。

 ⑤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 1,240,321 1,480,202

受取手形及び売掛金 10,897,273 12,138,843

商品及び製品 1,915,739 2,267,279

貯蔵品 2,771 4,974

その他 1,479,099 1,216,699

貸倒引当金 △353,248 △375,875

流動資産合計 15,181,956 16,732,124

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 6,325,052 7,277,367

その他（純額） 1,325,049 1,384,223

有形固定資産合計 7,650,102 8,661,591

無形固定資産 59,287 71,602

投資その他の資産   

投資有価証券 994,657 964,032

その他 1,600,128 1,442,793

貸倒引当金 △538,211 △483,334

投資その他の資産合計 2,056,574 1,923,491

固定資産合計 9,765,964 10,656,685

資産合計 24,947,920 27,388,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,724,560 6,982,991

短期借入金 2,890,000 2,890,000

リース債務 2,930,634 3,276,613

未払法人税等 95,010 15,040

賞与引当金 64,218 155,266

割賦利益繰延 1,117,212 1,213,390

その他 1,721,564 1,390,587

流動負債合計 13,543,200 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 258,408 244,685

役員退職慰労引当金 76,260 74,574

その他の引当金 358,584 351,754

その他 122,351 122,036

固定負債合計 1,915,605 1,893,050

負債合計 15,458,805 17,816,940
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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 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 7,438,222 7,523,909

自己株式 △230,891 △229,589

株主資本合計 9,404,510 9,491,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139,331 110,592

為替換算調整勘定 △54,726 △57,362

評価・換算差額等合計 84,604 53,230

少数株主持分 － 27,138

純資産合計 9,489,115 9,571,869

負債純資産合計 24,947,920 27,388,809
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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 25,305,775 15,253,058

売上原価 21,862,957 12,845,849

差引売上総利益 3,442,818 2,407,208

割賦販売未実現利益戻入額 397,361 341,950

割賦販売未実現利益繰入額 373,515 285,213

売上総利益 3,466,664 2,463,945

販売費及び一般管理費 3,008,301 2,484,491

営業利益又は営業損失（△） 458,362 △20,545

営業外収益   

受取利息 16,808 10,579

受取配当金 18,760 35,511

持分法による投資利益 39,694 9,373

その他 48,254 32,688

営業外収益合計 123,518 88,152

営業外費用   

支払利息 101,854 96,307

その他 30,631 15,967

営業外費用合計 132,486 112,275

経常利益又は経常損失（△） 449,394 △44,667

特別利益   

固定資産売却益 8,382 －

投資有価証券売却益 244 162,591

収用補償金 102,389 －

移転補償金 － 60,000

貸倒引当金戻入額 20,291 55,666

償却債権取立益 6,238 14,802

特別利益合計 137,545 293,061

特別損失   

固定資産売却損 511 －

固定資産除却損 26,746 352

投資有価証券評価損 38,652 －

貸倒引当金繰入額 5,750 －

その他 － 14,094

特別損失合計 71,660 14,446

税金等調整前四半期純利益 515,279 233,947

法人税、住民税及び事業税 200,396 150,312

法人税等調整額 17,122 69,026

法人税等合計 217,518 219,338

少数株主損失（△） △5,399 △27,138

四半期純利益 303,160 41,747
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 515,279 233,947

減価償却費 1,157,753 1,046,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,038 32,250

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,262 △91,047

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,379 13,723

受取利息及び受取配当金 △35,568 △46,090

支払利息 101,854 96,307

持分法による投資損益（△は益） △39,694 △9,373

投資有価証券売却損益（△は益） △244 △162,591

投資有価証券評価損益（△は益） 38,652 －

固定資産除売却損益（△は益） 18,875 352

売上債権の増減額（△は増加） 2,344,576 1,366,667

たな卸資産の増減額（△は増加） 116,425 353,743

仕入債務の増減額（△は減少） △2,222,602 △2,258,431

その他 △472,957 △777,323

小計 1,400,669 △201,702

利息及び配当金の受取額 69,113 65,364

利息の支払額 △101,487 △95,559

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △483,126 100,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 885,169 △131,256

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 △1,589,596 △501,864

有形固定資産の売却による収入 837,340 1,056,190

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 △8,479 △4,322

投資有価証券の売却による収入 5,731 180,832

関係会社株式の売却による収入 4,000 －

貸付けによる支出 △114,219 △44,100

貸付金の回収による収入 21,927 4,900

その他の支出 △88,696 △102,397

その他の収入 16,267 8,523

投資活動によるキャッシュ・フロー △950,453 596,062

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △574,544 △577,128

自己株式の取得による支出 △30 △27

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 △733,871 △704,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199 △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △799,355 △239,906

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 1,577,668 1,233,748
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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) 

   
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 
 12,698,428  12,343,179  264,166  25,305,775 ―  25,305,775

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 19,689  9,541  24  29,254  (29,254) ―

計  12,718,117  12,352,721  264,190  25,335,029  (29,254)  25,305,775

営業利益又は営業損失（△）  176,538  596,764  △13  773,290  (314,927)  458,362

 

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) 

   
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 
8,764,837 6,254,162 234,058 15,253,058 ― 15,253,058

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
26,662 9,821 ― 36,483 (36,483) ―

計 8,791,499 6,263,983 234,058 15,289,541 (36,483) 15,253,058

営業利益又は営業損失（△） 27,937 202,140 △4,632 225,445 (245,991) △20,545

(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３四半期連結累計期間 

  (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３四半期連結累計期間の営業利益が建設機械事業で11,025千円減少しております。 

 

【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) 

 

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。 
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【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) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,614,894  727,134  3,342,028

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ―  25,305,775

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 10.3  2.9  13.2

 

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) 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,373,206 121,338 1,494,545

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 15,253,058

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
9.0 0.8 9.8

(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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