
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  460  1.9  △33  －  △32  －  △36  －

22年３月期第１四半期  452  △33.0  △97  －  △99  －  △101  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △4  45  －  －

22年３月期第１四半期  △12  20  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  2,663  577  21.7  69  66

22年３月期  2,689  614  22.8  74  10

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 577百万円 22年３月期 614百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  1,250  29.6  21  －  11  －  8  －  0  96

通期  2,580  22.7  74  －  52  －  45  －  5  43



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、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ております。実際の業績は、

今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,353,645株 22年３月期 8,353,645株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 62,044株 22年３月期 62,044株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,291,601株 22年３月期１Ｑ 8,295,236株
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国の経済成長に支えられ輸出と生産が増加

し、景気は緩やかな回復基調を辿りましたが、為替の円高やデフレ状況の継続、失業率の高止まりなど景気の下振れ

リスクが存在し、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社を取り巻く環境としましては、ウインチ製品の主要なユーザーである建設業界が引き続き不振であるほか、バ

ランサ製品の主要なユーザーである自動車・ＩＴ関連産業などの設備投資が依然回復するまでに至らず、引き続き厳

しい受注環境が続きました。 

このような情勢のもと、当社は成長分野である太陽光関連・環境関連市場などの顧客に対し提案型営業を積極的に

展開するとともに、引き続き資材調達コストの引き下げや諸経費の削減に取り組み、損益分岐点売上高の一層の引き

下げによる収益性の向上に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期の売上高は460百万円（前年同四半期比1.9％増）、営業損失33百万円（前年同四半期は97

百万円の損失）、経常損失32百万円（前年同四半期は99百万円の損失）、四半期純損失36百万円（前年同四半期は

101百万円の損失）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（ウインチ） 

 前年７月に市場投入した太陽光発電用パネル施工向けの荷揚機「パネルボーイ」が好調に推移したほか、レンタ

ル業界向けに販売が増加したことにより、売上高は 百万円、セグメント利益 百万円となりました。 

（コンベヤ） 

 工事現場の減少により受注引き合いが低調に推移し、売上高 百万円、セグメント損失 百万円となりました。 

（バランサ） 

太陽光関連や燃料電池など業績好調な業種に的を絞り積極的に提案営業による受注活動を展開しましたが、自

動車・ＩＴ関連産業など幅広い業種で依然として設備投資が回復せず、総じて引き合いが低調に推移した結果、売

上高 百万円、セグメント損失 百万円となりました。 

（ロボット） 

 物流業界の設備投資は低調であり、メンテナンスサービス中心の売上となっていますが、一部大口ユーザーの受

注獲得により、売上高 百万円、セグメント利益 百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動資産が売掛金の減少等により 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少し

たことによるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が買掛金の増加等により 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加

し、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少した

ことによるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が 百万円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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。）の残高は 百万円となり、前

事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

当第１四半期会計期間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） 

営業活動の結果支出した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。主な要因は、売上債

権の減少 百万円、仕入債務の増加 百万円等のプラス要因がありましたが、税引前四半期純損失 百万円、たな

卸資産の増加 百万円等のマイナス要因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） 

投資活動の結果支出した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定

資産の取得による支出 百万円等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） 

財務活動の結果支出した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。主な要因は、関係会

社長期借入金の約定返済 百万円等によるものであります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年５月13日付「平成22年３月期 

決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はございません。  

  

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。  

  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を当第１四半期会計期間より適用してお

ります。 

 これにより、税引前四半期純損失は 百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は 百万円であります。 
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 342,807 387,768

受取手形及び売掛金 704,527 770,510

商品及び製品 99,797 83,281

仕掛品 54,556 26,034

原材料及び貯蔵品 449,531 407,945

その他 20,713 18,793

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 1,671,929 1,694,329

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 142,723 143,686

土地 723,755 723,755

その他（純額） 33,675 36,056

有形固定資産合計 900,155 903,499

無形固定資産 10,649 11,220

投資その他の資産   

投資有価証券 40,997 40,686

出資金 20 20

破産更生債権等 22,138 22,150

その他 40,248 39,871

貸倒引当金 △22,138 △22,150

投資その他の資産合計 81,265 80,577

固定資産合計 992,070 995,298

資産合計 2,663,999 2,689,627
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 386,950 328,383

短期借入金 1,050,000 1,050,000

関係会社短期借入金 1,772 1,251

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 2,389 7,112

その他 58,571 73,157

流動負債合計 1,619,683 1,579,906

固定負債   

関係会社長期借入金 257,500 287,500

退職給付引当金 203,973 204,992

資産除去債務 2,360 －

その他 2,896 2,827

固定負債合計 466,729 495,319

負債合計 2,086,413 2,075,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △315,318 △278,401

自己株式 △8,261 △8,261

株主資本合計 573,918 610,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,667 3,566

評価・換算差額等合計 3,667 3,566

純資産合計 577,586 614,402

負債純資産合計 2,663,999 2,689,627
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(2) 四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 452,462 460,856

売上原価 410,156 369,919

売上総利益 42,305 90,937

販売費及び一般管理費 139,959 124,074

営業損失（△） △97,653 △33,136

営業外収益   

受取利息 2 45

受取配当金 281 263

受取賃貸料 1,548 1,426

保険配当金 4,492 4,382

その他 241 1,598

営業外収益合計 6,566 7,715

営業外費用   

支払利息 7,050 6,183

その他 1,428 1,131

営業外費用合計 8,479 7,314

経常損失（△） △99,566 △32,735

特別利益   

固定資産売却益 18 －

貸倒引当金戻入額 35 11

特別利益合計 53 11

特別損失   

固定資産除却損 － 125

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

特別損失合計 － 2,485

税引前四半期純損失（△） △99,513 △35,209

法人税、住民税及び事業税 1,684 1,708

法人税等合計 1,684 1,708

四半期純損失（△） △101,198 △36,917
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △99,513 △35,209

減価償却費 7,655 5,983

有形固定資産除却損 － 125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △590 △1,018

受取利息及び受取配当金 △283 △308

支払利息 7,050 6,183

雇用調整助成金収入 － △1,342

有形固定資産売却損益（△は益） △18 －

売上債権の増減額（△は増加） 191,536 65,983

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,429 △86,624

仕入債務の増減額（△は減少） △102,125 58,566

未払費用の増減額（△は減少） 28,895 △9,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,590 732

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

その他 △7,417 △8,206

小計 28,993 △1,898

利息及び配当金の受取額 283 308

利息の支払額 △7,001 △6,228

雇用調整助成金の受取額 － 1,342

損害賠償金の支払額 △17,800 －

法人税等の支払額 △6,739 △6,739

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,263 △13,214

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 △639 △1,994

有形固定資産の売却による収入 135 －

無形固定資産の取得による支出 － △199

投資有価証券の取得による支出 △141 △140

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 41 66

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,404 △2,267

財務活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △9,794 520

関係会社長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △124 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,918 △29,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,586 △44,960

現金及び現金同等物の期首残高 392,871 387,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 349,285 342,807
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は、各種の産業用資機材を生産・販売しており、製品区分別のセグメントから構成され、「ウインチ」、

「コンベヤ」、「バランサ」及び「ロボット」の４つを報告セグメントとしております。 

 「ウインチ」は、多種多様な現場での荷揚げ作業を効率的に実現する製品・サービスを提供しております。「コ

ンベヤ」は、作業現場の土砂、廃棄物などを効率的に速やかに搬送する製品・サービスを提供しております。「バ

ランサ」は、生産、出荷、物流ラインでさまざまな形状・作業条件下で重量物の移載・搬送を省力化する製品・サ

ービスを提供しております。「ロボット」は、物流ラインで大量の搬送物のパレタイジング・ピッキング作業をス

ピーディーに処理する製品・サービスを提供しております。 

  

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）           （単位：千円）

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への売上高  251,376  38,726  109,622  61,131  460,856  －  460,856

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

 計  251,376  38,726  109,622  61,131  460,856  －  460,856

セグメント利益又は損

失（△） 
 25,420  △4,327  △21,388  6,964  6,669  △39,806  △33,136

△39,806

△39,806
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