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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,288 △38.3 △518 ― △509 ― △742 ―

21年3月期 6,950 △25.3 204 △73.3 166 △76.2 41 △89.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △119.78 ― △17.9 △5.7 △12.1

21年3月期 6.68 ― 0.9 1.6 2.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 8,100 3,752 46.3 605.52
21年3月期 9,780 4,522 46.2 729.74

（参考） 自己資本   22年3月期  3,752百万円 21年3月期  4,522百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △378 215 △504 1,766
21年3月期 △205 △445 422 2,425

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 30 74.9 0.7
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,600 24.5 △35 ― △45 ― △50 ― ―

通期 5,700 32.9 40 ― 20 ― 10 ― 1.61



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株当たり情報」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 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  3,185株 21年3月期  2,380株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,029 △38.1 △435 ― △376 ― △595 ―

21年3月期 6,514 △25.9 53 △88.7 55 △87.0 △22 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △96.10 ―

21年3月期 △3.67 ―

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 7,579 3,618 47.7 583.98
21年3月期 8,811 4,245 48.2 684.98

（参考） 自己資本 22年3月期  3,618百万円 21年3月期  4,245百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

2,500 27.7 △40 ― △35 ― △40 ― ―

通期 5,500 36.5 0 ― 10 ― 0 ― ―
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、中国をはじめとする好調なアジア経済を背景に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等、雇用・所得環境は依然厳しく、景気回復の足取りは重い状況が続いており

ます。 

 当業界におきましては、国内では公共工事の継続的な減少や、オフィスビル・マンション建設の大幅な減少に加

え、企業の設備投資意欲も依然として乏しく、また、海外市場では、中国及び一部の新興国では需要は回復傾向にあ

りますが、米国、欧州などでは低迷が持続しており、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まし

たが、当連結会計年度の業績は、売上高4,288百万円（前年同期比38.3％減）、営業損失518百万円（前年同期は営業

利益204百万円）、経常損失509百万円（前年同期は経常利益166百万円）となり、減損損失及び繰延税金資産の取り

崩しにより当期純損失は742百万円（前年同期は当期純利益41百万円）と大幅な減収減益を余儀なくされました。 

 当連結会計年度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

311百万円（前年同期比31.9％減）となりました。圧砕機に関しては、民間設備投資の縮小や、ビル・マンション建

て替え需要の停滞、スクラップ価格の低迷により解体工事が大幅に減少し、売上高は1,136百万円（同56.9％減）と

大きく落ち込みました。 

「環境機械」 

 設備投資の抑制等で全体として依然厳しい状況にあるものの廃木材処理機等の増加により売上高は527百万円（前

年同期比4.1％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、中近東も低迷しました。その結果、海外

事業全体では売上高730百万円（前年同期比39.0％減）となりました。 

  

②次期の見通し 

 次期の世界経済は先般の経済危機による厳しい景気後退局面から脱しつつありますが、国内については依然として

不透明感が強く引き続き厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもとで当社及び連結子会社は、今期よりスタートした中期経営計画を力強く推進して参ります。

すなわち営業・開発・サービス・部品供給体制の連携をより一層強化し、多様化するお客様のニーズを的確に捉えた

低騒音機械や環境に配慮した商品の迅速な開発、サービスや部品の提供に注力するとともに、新興国を含めた海外に

も地域の要望に応じた商品を投入し海外市場の開拓にも努めて参ります。 

  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

「資産の部」 

 当連結会計年度における資産の残高は、8,100百万円（前連結会計年度末9,780百万円）となり1,680百万円減少し

ました。現金及び預金が663百万円減少したことと生産・在庫調整による商品及び製品、原材料及び貯蔵品の減少523

百万円などが主な要因です。 

「負債の部」 

 当連結会計年度における負債の残高は、4,347百万円（前連結会計年度末5,257百万円）となり910百万円減少しま

した。売上の減少に伴い支払手形及び買掛金が514百万円減少したことが主な要因です。 

「純資産の部」 

 当連結会計年度における純資産の残高は3,752百万円（前連結会計年度末4,522百万円）となり770百万円減少しま

した。利益剰余金の減少773百万円が大きく、その原因の主なものは、当期純損失742百万円（前連結会計年度は当期

純利益41百万円）によるものであります。 

１．経営成績

（ 連 結 業 績 見 通 し ） （ 個 別 業 績 見 通 し ）

売 上 高 5,700百万円 売 上 高 5,500百万円

営 業 利 益 40百万円 営 業 利 益 0百万円

経 常 利 益 20百万円 経 常 利 益 10百万円

当 期 純 利 益 10百万円 当 期 純 利 益 0百万円



  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の減少額449百万円等があ

りましたが、税金等調整前当期純損失544百万円、仕入債務の減少額509百万円と支出要因があったことから、前連結

会計年度末に比べ658百万円減少し、当連結会計年度末には1,766百万円（前年同期比27.2％減少）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれら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」 

 当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は378百万円（前年同期205百万円支出）となりました。これ

は主に、たな卸資産の減少額449百万円がありましたが、税金等調整前当期純損失544百万円や仕入債務の減少額509

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」 

 当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は215百万円（前年同期445百万円支出）となりました。これ

は主に、有形固定資産の売却による収入が143百万円、退職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」 

 当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は504百万円（前年同期422百万円収入）となりました。これ

は主に、長期借入金の返済による支出が464百万円計上されたことによるものであります。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分につきましては適正な利潤を確保した上での、安定的かつ継続的な利益還元を経営の重要な方針

としております。 

 当社の基本方針に変更はございませんが、当期の業績を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではございますが平成22

年３月期につきましては無配とさせていただきます。内部留保金につきましては、建設機械の市場の変化に対応すべ

く、お客様のニーズに応える開発体制を強化するため、有効投資してまいりたいと考えております。  



 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は １．社会に存在価値のある会社 ２．会社に存在価値のある部門 ３．部門に存在価値のある個人 ４．

向上の矢印で確実な前進 を経営理念としております。。この理念のもと、事業計画を策定し、各セクションがその

年度計画を達成することにより、一歩一歩、確実に前進して行くことを基本方針としております。 

 更に、お客さまのニーズを的確に捉えた商品開発と行き届いたサービスの提供という活動を地道に進めていくこと

を通じて、社員は育ち、会社は発展し社会にも貢献できることを使命と考えています。  

  

(2）目標とする経営指標 

 売上高、営業利益、粗利益率、販管費のトレンド等を重要な指標と考えています。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当連結グループは、「ビジネスモデルの再構築」、「企業体質の強化」、「人材育成」を戦略基本方針としてお

り、その重点方針の主なものは、下記の通りです。 

①ビジネスモデルの再構築 

  ・アタッチメントに次ぐ柱作り  ・海外シフト（海外構成比率UP） ・開発体制の強化  

②企業体質の強化 

  ・戦略性に富んだ本部組織の確立  ・マーケットに応じた営業拠点の統廃合 

③人材育成 

  ・OJTによるアグレッシブな人材育成  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが対処すべき課題は、営業・開発・サービス・部品供給体制をより一層連携強化し、多様化するお客

様さまのニーズを的確に捉えた、低騒音機械や環境に配慮した商品の迅速な開発、サービスや部品の提供に注力する

とともに、新興国を含めた海外にも地域の要望に応じた商品を投入し海外市場の開拓をしていくことであります。 

 また、社員教育を一層充実させ人材育成をはかる一方でさらなる経費の削減、在庫の大幅な圧縮等、体質強化策を

実行していくことにより、全社一丸となって業績向上に邁進していく所存でございます。  

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,593,222 1,929,669

受取手形及び売掛金 1,251,394 1,328,515

商品及び製品 1,545,242 1,185,389

原材料及び貯蔵品 1,057,039 893,568

繰延税金資産 97,727 38,367

その他 151,925 72,789

貸倒引当金 △2,277 △5,274

流動資産合計 6,694,273 5,443,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 710,103 639,563

機械装置及び運搬具（純額） 402,442 315,446

土地 1,482,126 1,423,710

その他（純額） 21,717 18,123

有形固定資産合計 2,616,389 2,396,843

無形固定資産   

その他 163,005 158,457

無形固定資産合計 163,005 158,457

投資その他の資産   

投資有価証券 65,328 65,659

繰延税金資産 136,491 －

その他 110,541 41,998

貸倒引当金 △5,493 △5,812

投資その他の資産合計 306,868 101,844

固定資産合計 3,086,262 2,657,146

資産合計 9,780,536 8,100,172



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,253,146 738,484

短期借入金 2,150,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 454,611 448,508

未払法人税等 6,746 16,591

賞与引当金 74,366 47,953

その他 92,480 147,814

流動負債合計 4,031,351 3,549,352

固定負債   

長期借入金 879,858 431,350

退職給付引当金 245,270 248,570

役員退職慰労引当金 68,473 76,748

その他 32,924 41,871

固定負債合計 1,226,526 798,539

負債合計 5,257,877 4,347,891

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 2,578,406 1,805,124

自己株式 △848 △955

株主資本合計 4,627,522 3,854,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,786 2,003

為替換算調整勘定 △106,651 △103,856

評価・換算差額等合計 △104,864 △101,852

純資産合計 4,522,658 3,752,280

負債純資産合計 9,780,536 8,100,172



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,950,834 4,288,121

売上原価 4,810,946 3,163,090

売上総利益 2,139,888 1,125,030

販売費及び一般管理費 1,935,003 1,643,346

営業利益又は営業損失（△） 204,884 △518,315

営業外収益   

受取利息 11,870 5,463

受取配当金 621 374

固定資産売却益 32,491 57,764

その他 11,588 15,366

営業外収益合計 56,571 78,968

営業外費用   

支払利息 52,441 47,879

債権売却損 18,153 7,157

固定資産除売却損 1,326 2,906

為替差損 16,955 8,005

その他 6,179 3,935

営業外費用合計 95,056 69,885

経常利益又は経常損失（△） 166,400 △509,232

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 50,601 －

投資有価証券評価損 4,005 －

減損損失 － 87,030

特別損失合計 54,606 87,030

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

111,793 △544,529

法人税、住民税及び事業税 41,166 13,088

法人税等還付税額 － △23,008

法人税等調整額 29,228 207,684

法人税等合計 70,395 197,765

当期純利益又は当期純損失（△） 41,397 △742,294



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,049,700 1,049,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

前期末残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

前期末残高 2,589,688 2,578,406

当期変動額   

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益 41,397 △742,294

当期変動額合計 △11,282 △773,282

当期末残高 2,578,406 1,805,124

自己株式   

前期末残高 △848 △848

当期変動額   

自己株式の取得 － △107

当期変動額合計 － △107

当期末残高 △848 △955

株主資本合計   

前期末残高 4,638,805 4,627,522

当期変動額   

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益 41,397 △742,294

自己株式の取得 － △107

当期変動額合計 △11,282 △773,389

当期末残高 4,627,522 3,854,133



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,936 1,786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,149 216

当期変動額合計 △5,149 216

当期末残高 1,786 2,003

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,220 △106,651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105,430 2,794

当期変動額合計 △105,430 2,794

当期末残高 △106,651 △103,856

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,716 △104,864

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,580 3,011

当期変動額合計 △110,580 3,011

当期末残高 △104,864 △101,852

純資産合計   

前期末残高 4,644,521 4,522,658

当期変動額   

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益 41,397 △742,294

自己株式の取得 － △107

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,580 3,011

当期変動額合計 △121,862 △770,378

当期末残高 4,522,658 3,752,280



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

111,793 △544,529

減価償却費 173,252 182,764

減損損失 － 87,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,460 △26,413

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,850 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,779 3,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,473 8,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,718 3,315

受取利息及び受取配当金 △12,491 △5,837

支払利息 52,441 47,879

為替差損益（△は益） △1,006 498

固定資産除売却損益（△は益） 4,435 △54,858

投資有価証券評価損益（△は益） 4,005 －

売上債権の増減額（△は増加） 959,799 △75,402

たな卸資産の増減額（△は増加） △363,849 449,900

仕入債務の増減額（△は減少） △807,166 △509,824

保険解約損益（△は益） － △51,732

その他の資産の増減額（△は増加） 113,902 16,882

その他の負債の増減額（△は減少） △97,819 54,136

小計 67,520 △414,616

利息及び配当金の受取額 12,520 6,021

利息の支払額 △50,913 △48,007

法人税等の支払額 △234,504 △21,615

法人税等の還付額 － 99,583

営業活動によるキャッシュ・フロー △205,377 △378,634

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 5,000

有形固定資産の取得による支出 △503,367 △46,298

有形固定資産の売却による収入 69,405 143,387

無形固定資産の取得による支出 △960 △5,449

投資有価証券の売却による収入 － 34

貸付金の回収による収入 1,858 1,488

敷金及び保証金の差入による支出 △3,625 △874

敷金及び保証金の回収による収入 2,264 4,402

保険積立金の積立による支出 △11,093 －

保険積立金の解約による収入 3,032 114,340

長期前払費用の取得による支出 △3,000 △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,487 215,795



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △423,228 △464,064

配当金の支払額 △52,508 △31,242

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,027 △8,980

自己株式の取得による支出 － △107

財務活動によるキャッシュ・フロー 422,236 △504,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109,195 8,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,824 △658,565

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期末残高 2,425,222 1,766,656



 該当事項はありません。  

   

近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

   

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものについて

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

──────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

1,300,921千円、1,124,335千円であります。 

──────── 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）、当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１ 国内又は地域は、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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,865,502千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（通知預金、定期預金）等であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１ 国内又は地域は、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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,860,867千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（通知預金、定期預金）等であります。 

  

（セグメント情報）

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 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） 

Ⅰ 売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  6,178,282  772,552  6,950,834  －  6,950,834

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 326,814  －  326,814 ( )326,814  －

計  6,505,096  772,552  7,277,648 ( )326,814  6,950,834

営業費用  6,316,530  767,629  7,084,160 ( )338,210  6,745,950

営業利益  188,566  4,922  193,488  11,396  204,884

Ⅱ 資産  8,269,480  731,903  9,001,384  779,152  9,780,536

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,845,741 442,379 4,288,121  － 4,288,121 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
170,005 1,290  171,296 ( )171,296  －

計 4,015,747  443,670 4,459,417 ( )171,296 4,288,121 

営業費用 4,478,699  509,747 4.988,447 (182,009) 4,806,437 

営業損失（△） △462,952  △66,077 △529,029 10,713  △518,315

Ⅱ 資産  6,438,708  501,585  6,940,293  1,159,878  8,100,172



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１ 国内又は地域は、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 

その他の地域…オランダ・ブータン・シンガポール・フィリピン・コロンビア・マレーシア 

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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１ 国内又は地域は、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 

その他の地域…オランダ・フィリピン・ウズベキスタン・ネパール・ブータン 

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。 

  

 （開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略します。 

３ 海外売上高

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  772,552  424,012  1,196,564

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  6,950,834

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.1  6.1  17.2

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  442,379  287,723  730,102

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  － 4,288,121 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
10.3 6.7 17.0 



（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（注） １株当たり当期純利益金額又は純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭729 74

１株当たり当期純利益金額 円 銭6 68

１株当たり純資産額 円 銭605 52

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭△119 78

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  4,522,658  3,752,280

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,522,658  3,752,280

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株） 
 6,197  6,196

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  41,397  △742,294

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
 41,397  △742,294

期中平均株式数（千株）  6,197  6,197

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,365,285 1,879,841

受取手形 405,030 533,516

売掛金 777,816 792,473

商品及び製品 1,222,345 872,306

原材料及び貯蔵品 587,371 500,952

前渡金 172,935 143,067

関係会社短期貸付金 － 90,269

前払費用 4,273 5,030

未収収益 594 410

未収入金 32,604 6,480

未収還付法人税等 72,684 3,311

繰延税金資産 59,603 36,457

その他 1,268 548

貸倒引当金 △1,885 △2,822

流動資産合計 5,699,928 4,861,842

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,110,354 1,093,238

減価償却累計額 △487,943 △530,510

建物（純額） 622,411 562,727

構築物 55,300 54,227

減価償却累計額 △23,275 △28,932

構築物（純額） 32,024 25,295

機械及び装置（自用） 151,527 164,813

減価償却累計額 △111,184 △126,294

機械及び装置（自用）（純額） 40,342 38,518

機械及び装置（賃貸） 331,864 251,206

減価償却累計額 △115,231 79,745

機械及び装置（賃貸）（純額） 216,632 171,461

車両運搬具 161,056 157,032

減価償却累計額 △129,020 136,509

車両運搬具（純額） 32,035 20,523

工具、器具及び備品 86,692 86,153

減価償却累計額 △79,445 78,449

工具、器具及び備品（純額） 7,247 7,704

土地 1,053,995 995,579

リース資産 － 8,563

減価償却累計額 － 872

リース資産（純額） － 7,690

建設仮勘定 10,290 －

有形固定資産合計 2,014,980 1,829,501



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

特許権 1,791 1,291

借地権 112,812 112,812

ソフトウエア 1,686 5,766

電話加入権 6,037 6,037

リース資産 38,513 30,405

その他 1,376 1,276

無形固定資産合計 162,218 157,589

投資その他の資産   

投資有価証券 65,328 65,659

関係会社株式 632,070 632,070

従業員に対する長期貸付金 5,004 3,516

破産更生債権等 6,715 5,806

長期前払費用 1,442 790

敷金及び保証金 31,489 28,735

繰延税金資産 136,491 －

その他 61,366 －

貸倒引当金 △5,493 △5,812

投資その他の資産合計 934,414 730,765

固定資産合計 3,111,614 2,717,856

資産合計 8,811,542 7,579,698



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 645,761 419,792

買掛金 414,722 156,376

短期借入金 2,150,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 189,948 389,948

未払金 56,875 57,257

未払法人税等 5,839 16,200

リース債務 8,513 10,111

未払費用 184 197

前受金 1,463 12,339

預り金 6,286 7,166

賞与引当金 64,864 43,828

その他 5,015 50,266

流動負債合計 3,549,474 3,313,481

固定負債   

長期借入金 670,158 280,210

リース債務 31,925 29,889

繰延税金負債 － 11,981

退職給付引当金 245,270 248,570

役員退職慰労引当金 68,473 76,748

その他 998 －

固定負債合計 1,016,826 647,399

負債合計 4,566,301 3,960,881

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

資本準備金 1,000,265 1,000,265

資本剰余金合計 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

利益準備金 99,020 99,020

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 32,728 30,698

別途積立金 2,032,000 1,932,000

繰越利益剰余金 30,589 △493,913

利益剰余金合計 2,194,338 1,567,805

自己株式 △848 △955

株主資本合計 4,243,454 3,616,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,786 2,003

評価・換算差額等合計 1,786 2,003

純資産合計 4,245,241 3,618,817

負債純資産合計 8,811,542 7,579,698



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 2,489,988 994,534

商品売上高 2,241,454 1,504,980

原材料売上高 1,232,745 1,071,080

その他の売上高 550,177 458,583

売上高合計 6,514,366 4,029,180

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 79,317 147,731

当期製品製造原価 1,979,422 894,268

合計 2,058,739 1,041,999

製品他勘定振替高 8,764 16,306

製品期末たな卸高 147,731 164,180

製品売上原価 1,902,243 861,512

商品売上原価   

商品期首たな卸高 926,905 1,074,614

当期商品仕入高 3,383,054 1,364,078

合計 4,309,959 2,438,692

商品他勘定振替高 1,676,280 632,104

商品期末たな卸高 1,074,614 708,125

商品売上原価 1,559,065 1,098,462

原材料売上原価 814,459 699,830

その他の原価 538,359 383,539

売上原価合計 4,814,127 3,043,345

売上総利益 1,700,238 985,835



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

販売費及び一般管理費   

販売手数料 4,532 3,235

荷造運搬費 103,775 72,355

広告宣伝費 24,931 18,450

役員報酬 75,261 68,208

給料 507,813 495,014

賞与 69,939 29,743

役員退職慰労引当金繰入額 8,473 8,275

賞与引当金繰入額 49,092 33,656

退職給付費用 34,842 39,834

法定福利費 97,629 88,521

交際費 8,194 6,035

旅費及び交通費 95,371 76,102

通信費 23,131 20,701

光熱費 10,331 10,366

消耗品費 43,766 37,291

租税公課 32,557 30,323

減価償却費 37,587 50,866

修繕費 10,414 9,057

保険料 35,953 17,822

支払手数料 120,674 92,026

賃借料 101,466 79,706

教育研修費 1,088 1,760

研究開発費 31,988 31,055

製品保証費 69,398 59,510

貸倒引当金繰入額 － 5,825

その他 48,724 35,225

販売費及び一般管理費合計 1,646,941 1,420,972

営業利益又は営業損失（△） 53,297 △435,137



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 6,031 4,933

受取配当金 6,621 6,374

経営指導料 35,400 44,400

固定資産売却益 32,045 51,550

その他 11,150 14,199

営業外収益合計 91,249 121,457

営業外費用   

支払利息 47,346 43,750

債権売却損 18,153 7,157

固定資産除売却損 1,326 2,873

為替差損 18,060 7,745

その他 4,116 1,295

営業外費用合計 89,004 62,823

経常利益又は経常損失（△） 55,542 △376,503

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 50,601 －

投資有価証券評価損 4,005 －

減損損失 － 87,030

特別損失合計 54,606 87,030

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 935 △411,800

法人税、住民税及び事業税 10,901 12,274

法人税等調整額 12,773 171,470

法人税等合計 23,674 183,744

当期純利益又は当期純損失（△） △22,739 △595,545



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,049,700 1,049,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

資本剰余金合計   

前期末残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 99,020 99,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 99,020 99,020

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 34,893 32,728

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △2,164 △2,029

当期変動額合計 △2,164 △2,029

当期末残高 32,728 30,698

別途積立金   

前期末残高 1,852,000 2,032,000

当期変動額   

別途積立金の積立 180,000 －

別途積立金の取崩 － △100,000

当期変動額合計 180,000 △100,000

当期末残高 2,032,000 1,932,000



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 283,843 30,589

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 2,164 2,029

別途積立金の積立 △180,000 －

別途積立金の取崩 － 100,000

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益又は当期純損失（△） △22,739 △595,545

当期変動額合計 △253,253 △524,503

当期末残高 30,589 △493,913

利益剰余金合計   

前期末残高 2,269,757 2,194,338

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益又は当期純損失（△） △22,739 △595,545

当期変動額合計 △75,418 △626,533

当期末残高 2,194,338 1,567,805

自己株式   

前期末残高 △848 △848

当期変動額   

自己株式の取得 － △107

当期変動額合計 － △107

当期末残高 △848 △955

株主資本合計   

前期末残高 4,318,873 4,243,454

当期変動額   

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益又は当期純損失（△） △22,739 △595,545

自己株式の取得 － △107

当期変動額合計 △75,418 △626,640

当期末残高 4,243,454 3,616,814



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,936 1,786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,149 216

当期変動額合計 △5,149 216

当期末残高 1,786 2,003

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,936 1,786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,149 216

当期変動額合計 △5,149 216

当期末残高 1,786 2,003

純資産合計   

前期末残高 4,325,809 4,245,241

当期変動額   

剰余金の配当 △52,679 △30,988

当期純利益又は当期純損失（△） △22,739 △595,545

自己株式の取得 － △107

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,149 216

当期変動額合計 △80,568 △626,423

当期末残高 4,245,241 3,618,817



 該当事項はありません。  

   

(生産、受注及び販売の状況） 

(1）生産実績 

（注） 上記の生産金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

（注） 上記の仕入金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注実績 

（注） 上記の受注金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）販売実績 

（注） 上記の販売金額には、消費税等は含まれておりません。 

継続企業の前提に関する注記

６．その他

事業の部門等の名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

建設機械（千円） 415,039  35.9

環境機械（千円）  34,267  69.0

合計（千円） 449,306  37.3

事業の部門等の名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

建設機械（千円） 1,380,316  42.6

環境機械（千円） 279,396  68.5

海外事業（千円） 433,256  65.2

合計（千円） 2,092,968  48.5

事業の部門等の名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

建設機械（千円） 3,009,875  60.1

環境機械（千円） 606,183  124.7

海外事業（千円） 730,103  61.1

合計（千円） 4,346,161  65.0

事業の部門等の名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

建設機械（千円） 3,030,035  57.8

環境機械（千円） 527,983  104.1

海外事業（千円） 730,103  61.0

合計（千円） 4,288,121  61.7
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