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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 3,103 △45.0 △420 ― △423 ― △396 ―

21年3月期第3四半期 5,643 ― 234 ― 192 ― 82 ―

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 △63.97 ―

21年3月期第3四半期 13.38 ―

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 8,531 4,106 48.1 662.65
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3四半期  4,106百万円 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につきましては、現時点では未定であります。 

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、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 

（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3四半期 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3四半期  3,078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3四半期 6,197,562株 21年3月期第3四半期 6,197,620株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調に転じているものの、消費マイ
ンドの冷え込み、厳しい雇用・所得環境及び円高の進行など、景気の足取りは依然として重い状況が続
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、アジアの一部を中
心に需要は回復傾向にありますが、米国、欧州は低迷が継続しており、業界全体としては依然厳しい経
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３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,103百万円（前年同期比
45.0％減）、営業損失420百万円、経常損失423百万円、四半期純損失396百万円となりました。 
当第３四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、公共投資の減少及びレンタル会社の投資抑制等による需要の低下が影響

し、売上高は214百万円（前年同期比41.2％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785百万円（前年同期比61.8％減）と大きく落ち込
みました。その結果、建設機械全体では2,133百万円（前年同期比48.3％減）となりました。 
  
「環境機械」 
環境機械は廃木材処理の増加はあるものの設備投資の抑制等により全体として依然厳しい状況にあり

売上高は375百万円（前年同期比4.9％減）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、中近東も低
迷しました。その結果、海外事業全体では売上高593百万円（前年同期比46.9％減）にとどまりまし
た。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の部 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の資産の残高は、8,531百万円(前連結会計年度末9,780百万円)となり

1,248百万円減少しました。現金及び預金が426百万円、受取手形及び売掛金が280百万円、商品及び製

品、原材料及び貯蔵品が301百万円減少したことが主な要因です。 

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末の負債の残高は、4,425百万円(前連結会計年度末5,257百万円)となり

832百万円減少しました。流動負債は、主として支払手形及び買掛金が517百万円減少したこと等により

前連結会計年度末に比べ661百万円減少し、3,369百万円となりました。固定負債は、長期借入金が186

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170百万円減少し、1,055百万円となりまし

た。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、4,106百万円(前連結会計年度末4,522百万円)となり

416百万円減少しました。利益剰余金427百万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３四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、1,998百万円

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３四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188百万円（前年同期161百万円収

入）となりました。これは主に売上債権の減少額284百万円、たな卸資産の減少額283百万円及び法人税
等の還付額100百万円がありましたが、仕入債務の減少額514百万円や税金等調整前四半期純損失372百
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３四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137百万円（前年同期200百万円支
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３四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385百万円（前年同期104百万円収
入）となりました。これは長期借入金の返済による支出347百万円、配当金の支払による支出31百万円
が計上されたことによるものであります。 

  

現時点において平成21年11月６日に公表いたしました通期の見通しを変更しておりません。 
  
  

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３四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３四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。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 2,166,349 2,593,222

受取手形及び売掛金 970,699 1,251,394

商品及び製品 1,356,913 1,545,242

原材料及び貯蔵品 944,241 1,057,039

その他 168,155 249,652

貸倒引当金 △3,185 △2,277

流動資産合計 5,603,173 6,694,273

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 674,084 710,103

機械装置及び運搬具（純額） 351,003 402,442

土地 1,482,126 1,482,126

その他（純額） 11,710 21,717

有形固定資産合計 2,518,924 2,616,389

無形固定資産   

その他 165,647 163,005

無形固定資産合計 165,647 163,005

投資その他の資産   

その他 258,258 312,361

貸倒引当金 △14,306 △5,493

投資その他の資産合計 243,952 306,868

固定資産合計 2,928,525 3,086,262

資産合計 8,531,698 9,780,536



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 735,935 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 303,366 454,611

未払法人税等 11,048 6,746

賞与引当金 23,164 74,366

その他 145,931 92,480

流動負債合計 3,369,446 4,031,351

固定負債   

長期借入金 693,477 879,858

退職給付引当金 255,090 245,270

役員退職慰労引当金 74,850 68,473

その他 32,417 32,924

固定負債合計 1,055,834 1,226,526

負債合計 4,425,280 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 2,150,969 2,578,406

自己株式 △943 △848

株主資本合計 4,199,990 4,627,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,467 1,786

為替換算調整勘定 △95,040 △106,651

評価・換算差額等合計 △93,573 △104,864

純資産合計 4,106,417 4,522,658

負債純資産合計 8,531,698 9,780,536



(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 5,643,436 3,103,609

売上原価 3,892,423 2,289,143

売上総利益 1,751,013 814,465

販売費及び一般管理費 1,516,139 1,235,344

営業利益又は営業損失（△） 234,874 △420,878

営業外収益   

受取利息 7,291 4,389

受取配当金 621 374

固定資産売却益 27,874 29,549

その他 11,786 14,438

営業外収益合計 47,574 48,751

営業外費用   

支払利息 39,619 36,616

債権売却損 14,706 6,022

為替差損 30,153 4,792

その他 5,744 4,401

営業外費用合計 90,224 51,833

経常利益又は経常損失（△） 192,224 △423,959

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（△）

156,622 △372,226

法人税等 73,728 24,221

四半期純利益又は四半期純損失（△） 82,894 △396,448



(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

156,622 △372,226

減価償却費 127,053 136,934

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,183 △51,132

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） 13,294 9,819

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,386 6,377

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,663 9,971

受取利息及び受取配当金 △7,912 △4,763

支払利息 39,619 36,616

為替差損益（△は益） 31,098 454

固定資産除売却損益（△は益） 8,612 △27,019

売上債権の増減額（△は増加） 735,599 284,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △360,390 283,979

仕入債務の増減額（△は減少） △216,543 △514,239

保険解約損益（△は益） － △51,732

その他の資産の増減額（△は増加） 41,671 △30,339

その他の負債の増減額（△は減少） △35,934 46,483

小計 427,967 △236,813

利息及び配当金の受取額 8,105 4,896

利息の支払額 △39,937 △35,405

法人税等の支払額 △234,332 △21,650

法人税等の還付額 － 100,863

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,803 △188,109

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 △245,487 △40,335

有形固定資産の売却による収入 55,555 59,293

投資有価証券の売却による収入 － 34

無形固定資産の取得による支出 △810 △560

貸付金の回収による収入 1,510 1,140

敷金及び保証金の差入による支出 △2,574 △236

敷金及び保証金の回収による収入 2,240 3,569

保険積立金の積立による支出 △8,349 －

保険積立金の解約による収入 19 114,340

長期前払費用の取得による支出 △3,000 △200

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,895 137,045



（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) 

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 △342,937 △347,745

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △6,573

自己株式の取得による支出 － △94

配当金の支払額 △52,470 △31,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,592 △385,639

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91,233 9,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,732 △426,872

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 2,737,313 1,998,349



当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 
該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)並びに前第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】

【所在地別セグメント情報】

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 4,906,617 736,819 5,643,436 ― 5,643,436

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

287,438 ― 287,438 (287,438) ―

計 5,194,055 736,819 5,930,874 (287,438) 5,643,436

営業利益 182,289 37,851 220,140 14,733 234,874

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 2,750,598 353,010 3,103,609 ― 3,103,609

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

137,293 1,290 138,584 (138,584) ―

計 2,887,892 354,301 3,242,193 (138,584) 3,103,609

営業損失(△) △383,228 △44,942 △428,170 7,292 △420,878



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・ブータン・フィリピン・マレーシア・コロンビア 

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。 

  

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……ブータン・フィリピン・ウズベキスタン・オランダ・ネパール 

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) 736,819 382,014 1,118,833

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,643,436

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.1 6.8 19.8

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 353,010 240,796 593,807

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,103,609

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.4 7.8 19.1

(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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