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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 70,459 △11.8 617 0.6 458 2.9 221 310.1
21年3月期第3四半期 79,912 ― 614 ― 445 ― 54 ―

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 8.33 ―
21年3月期第3四半期 2.03 ―

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 49,234 5,640 10.8 200.21
21年3月期 41,581 5,524 12.5 195.96

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  5,322百万円 21年3月期  5,209百万円

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  
当期の期末配当金につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― 3.00 3.00
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 86,600 △14.7 520 △33.3 250 △53.7 100 ― 3.76
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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） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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 
１．上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 
２．期末配当予想につきましては、現時点での業績予想に基づき未定とさせていただき、通期実績等を勘案し予想額の開示が可能となった時点で速やか
に開示いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 26,628,000株 21年3月期 26,628,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 42,569株 21年3月期 41,703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 26,585,906株 21年3月期第3四半期 26,589,324株

－2－



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、工業生産や輸出が持ち直し底入れの兆しが

見え始めたものの、円高やデフレの進行による企業業績の先行き不透明感などから設備投資が抑

制され、雇用環境も悪化するなど依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループは積極的な営業活動を推進してまいりました。特に農業施

設事業及び産業機械事業が第２四半期に引き続き好調に推移いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高704億59百万円(前年同期比11.8％

減)、営業利益６億17百万円(前年同期比0.6％増)、経常利益４億58百万円(前年同期比2.9％

増)、四半期純利益２億21百万円(前年同期比310.1％増)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。 

（機械・設備関連事業） 

電気機械事業では、内需不振や販売価格の低下により前年同期の業績を下回っております

が、最悪期を脱し、弱いながらも回復基調に入りつつあります。 

農業施設事業においては北海道地区での小麦貯蔵サイロ等の納入が好調であり、また、産業

機械事業においては本州地区で大型の食品製造プラントを納入するなど好調に推移し、前年同

期や計画を大幅に上回る実績をあげることができました。 

以上の結果、売上高は198億８百万円(前年同期比11.8%減)、営業利益は10億65百万円(前年

同期比0.6％増)となりました。 

（資材・燃料関連事業） 

建材事業においては、北海道地区では農業施設向けの建築資材、空港・トンネルの大型案件

向けの生コン販売が好調に推移しました。本州地区では土木資材関連で公共投資関連の受注が

進み善戦いたしました。 

燃料事業では、昨年の原油価格の高騰によって上昇した石油製品価格が安定したため売上高

が前年同期比で大幅に減少しました。販売数量は前年同期を上回ったものの、競争激化による

販売価格の低下により収益面では苦戦いたしました。 

以上の結果、売上高は390億５百万円(前年同期比9.1％減)、営業利益は５億54百万円(前年

同期比28.6％増)となりました。 

（海運関連事業） 

海運関連事業のナラサキスタックス㈱においては、主要顧客メーカーの減産の動きは回復傾

向がみられるものの、道内需要の低迷や建設関連の落込みにより鋼材、木材ほか主要貨物の荷

動きは低調に推移しており、依然厳しい状況が続いております。   

以上の結果、売上高は116億45百万円(前年同期比20.0％減)、営業利益は１億９百万円(前年

同期比66.7％減)となりました。 

  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて76億52百万円増加し、

492億34百万円となりました。 

流動資産では、受取手形及び売掛金が売上の回復基調に加え金融機関休日の影響により42億48

百万円の増加となったほか、現金及び預金が21億45百万円増加したことなどにより、80億38百万

円増加の350億35百万円となりました。 

固定資産は３億86百万円減少し、141億98百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて75億36百万円増加し、435

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
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億93百万円となりました。 

流動負債では、支払手形及び買掛金が金融機関休日の影響等により81億４百万円増加した一

方、借入金(短期借入金、１年内返済予定の長期借入金)が22億88百万円減少したことなどによ

り、66億96百万円増加の353億11百万円となりました。 

固定負債は８億39百万円増加し、82億82百万円となりました。これは長期借入金が８億34百万

円増加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて１億15百万円増加し、56

億40百万円となりました。これは利益剰余金が１億41百万円増加した一方で、その他有価証券評

価差額金が28百万円減少したことによるものです。 

  

（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の残高は、前連結会計年度末に比べ

て21億53百万円増加し、77億18百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは34億80百万円の収入となりました。主な収入項目は税金

等調整前四半期純利益４億26百万円、減価償却費３億21百万円、仕入債務の増加額81億４百万円

であり、主な支出項目は売上債権の増加額42億48百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは２億36百万円の収入となりました。主な要因は、関係会

社株式の売却による収入３億16百万円及び有形固定資産の取得による支出１億５百万円でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは15億62百万円の支出となりました。主な要因は、有利子

負債の減少による支出14億54百万円及び配当金の支払額76百万円によるものであります。 

  

平成21年11月９日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。  

  
  

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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。 

  

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関す

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
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る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会

計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進

捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準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売上高は４億円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ１億円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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：百万円）

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 7,734 5,588

受取手形及び売掛金 23,049 18,801

商品及び製品 574 569

原材料及び貯蔵品 28 16

その他 3,913 2,270

貸倒引当金 △264 △249

流動資産合計 35,035 26,997

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,951 6,951

その他（純額） 3,427 3,594

有形固定資産合計 10,379 10,546

無形固定資産   

その他 79 77

無形固定資産合計 79 77

投資その他の資産   

その他 4,230 4,689

貸倒引当金 △491 △728

投資その他の資産合計 3,739 3,960

固定資産合計 14,198 14,584

資産合計 49,234 41,581
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（単位：百万円）

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 25,714 17,609

短期借入金 3,915 5,980

1年内返済予定の長期借入金 2,803 3,027

未払法人税等 36 117

賞与引当金 54 267

その他 2,787 1,613

流動負債合計 35,311 28,614

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 5,875 5,041

退職給付引当金 563 546

役員退職慰労引当金 186 207

特別修繕引当金 50 43

その他 1,406 1,402

固定負債合計 8,282 7,442

負債合計 43,593 36,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,792 1,650

自己株式 △7 △7

株主資本合計 5,427 5,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104 △76

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 △104 △76

少数株主持分 317 315

純資産合計 5,640 5,524

負債純資産合計 49,234 41,581
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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：百万円）

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 79,912 70,459

売上原価 73,031 64,669

売上総利益 6,881 5,789

販売費及び一般管理費 6,266 5,171

営業利益 614 617

営業外収益   

受取利息 21 15

受取配当金 26 17

受取賃貸料 93 60

持分法による投資利益 3 9

その他 26 23

営業外収益合計 172 126

営業外費用   

支払利息 224 214

その他 117 71

営業外費用合計 341 286

経常利益 445 458

特別利益   

固定資産売却益 8 22

投資有価証券売却益 － 12

その他 3 －

特別利益合計 11 34

特別損失   

固定資産処分損 10 3

投資有価証券評価損 77 58

その他 3 3

特別損失合計 92 65

税金等調整前四半期純利益 364 426

法人税、住民税及び事業税 217 66

法人税等還付税額 － △32

法人税等調整額 76 163

法人税等合計 293 198

少数株主利益 17 7

四半期純利益 54 221
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 364 426

減価償却費 660 321

長期前払費用償却額 46 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △223

賞与引当金の増減額（△は減少） △222 △212

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104 16

その他の引当金の増減額（△は減少） △20 △14

受取利息及び受取配当金 △48 △33

支払利息 224 214

持分法による投資損益（△は益） △3 △9

固定資産処分損益（△は益） 2 △18

売上債権の増減額（△は増加） 757 △4,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 △16

仕入債務の増減額（△は減少） 1,110 8,104

その他 205 △613

小計 3,145 3,707

利息及び配当金の受取額 50 34

利息の支払額 △245 △220

法人税等の支払額 △474 △170

法人税等の還付額 － 128

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,476 3,480

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 △457 △105

有形固定資産の売却による収入 163 24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 316

貸付けによる支出 △37 △18

貸付金の回収による収入 26 27

その他 △8 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △313 236

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） △732 △2,065

長期借入れによる収入 2,930 3,100

長期借入金の返済による支出 △2,554 △2,489

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △78 △76

少数株主への配当金の支払額 △3 △5

その他 △1 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △440 △1,562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,721 2,153

現金及び現金同等物の期首残高 3,226 5,565

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 248 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,196 7,718
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 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） 

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 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1）機械・設備関連事業 

(2）資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3）海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

３．会計処理の方法の変更 

当第３四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 「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

期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、機械・設備関連事業において当第３四半期連結累計期

間の売上高は400百万円増加し、営業利益は100百万円増加しております。 

（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〕

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高 
 22,460  42,898  14,553  79,912  －  79,912

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 16  508  12  537 ( ) 537  －

計  22,477  43,407  14,566  80,450 ( ) 537  79,912

営業利益  1,059  431  329  1,821 ( ) 1,206  614

  
機械・設備関
連事業 
（百万円） 

資材・燃料関
連事業 
（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高 
 19,808  39,005  11,645  70,459  －  70,459

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 0  263  23  287 ( ) 287  －

計  19,808  39,268  11,668  70,746 ( ) 287  70,459

営業利益  1,065  554  109  1,730 ( ) 1,112  617

（電気機械・設備） モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

（産業機械・設備） 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

（建設機械・設備） 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

（その他） 食品類 
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 該当事項はありません。 

  

（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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