
  

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

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月期の連結業績予想（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）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,243  21.0  △64  －  △67  －  △71  －

22年３月期第１四半期  1,027  △46.3  △155  －  △156  －  △137  －

  
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  △11  48  －  －

22年３月期第１四半期  △22  13  －  －

  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  8,324  3,701  44.5  597  28

22年３月期  8,100  3,752  46.3  605  52

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,701百万円 22年３月期 3,752百万円

  
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 － － 5 00  5  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）  2,600  24.5  △35  －  △45  －  △50  －  －  －

通期  5,700  32.9  40  －  20  －  10  －  1  61



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  

（２）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連結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。 

  

（３）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              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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報告書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、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、実際の実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、２ページ「１．当四半期の連結業績等に関

する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,200,000株 22年３月期 6,200,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,185株 22年３月期 3,185株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,196,815株 22年３月期１Ｑ 6,197,620株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として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も回復傾向にあるものの、国内、海外とも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

した結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,243百万円（前年同四半期比21.0％増）となりました。

一方、利益は、営業損失64百万円（前年同四半期は営業損失155百万円）、経常損失67百万円（前年同四半期は経

常損失156百万円）、四半期純損失71百万円（前年同四半期は四半期純損失137百万円）と損失の状態から脱するこ

とはできなかったものの、改善傾向にあります。 

 当第１四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

国内事業は、売上高全体で1,042百万円となっており、油圧ブレーカーは大型ブレーカーの需要増などにより86

百万円、圧砕機はビル・マンション建て替え需要の停滞などがあるものの、販売キャンペーンの効果もあり348百

万円、環境機械に関しては、バイオマス燃料用木材チップの需要増に伴うリサイクル業者の積極的な設備投資など

により233百万円、その他は、原材料売上222百万円、修理売上89百万円となっております。 

 海外事業は、米国子会社での売上高は前年同四半期に比べ増加したものの、欧州、アジア、中近東全域において

は不振が続いており、海外事業全体では売上高200百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

「資産の部」 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、8,324百万円（前連結会計年度末8,100百万円）となり224

百万円増加しました。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が192百万円ありましたが、

現金及び預金が396百万円増加したことが主な要因です。 

「負債の部」 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、4,623百万円（前連結会計年度末4,347百万円）となり275

百万円増加しました。短期借入金が400百万円増加したことが主な要因です。 

「純資産の部」 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は3,701百万円（前連結会計年度末3,752百万円）となり51百

万円減少しました。為替換算調整勘定21百万円の増加がありましたが、利益剰余金が71百万円減少したことが主な

要因です。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、2,163百万円（前年同

四半期2,172百万円）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」 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は29百万円（前年同四半期246百万円支出）と

なりました。これは主に、売上債権の増加額68百万円や税金等調整前四半期純損失67百万円がありましたが、たな

卸資産の減少額206百万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１四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は30百万円（前年同四半期117百万円収入）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33百万円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１四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は335百万円（前年同四半期145百万円支出）と

なりました。これは主に、短期借入れによる収入が400百万円計上されたことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において平成22年5月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の見通しを変更しており

ません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 ⅰ一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四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、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。 

  ⅱ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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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20年９月

26日）を適用し、原材料の評価方法を 終仕入原価法から総平均法に変更しております。 

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微であります。なお、セグメント

情報に与える影響は軽微であります。 

  

・表示方法の変更 

  前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、

営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。

なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は 千円であります。 

  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,326,408 1,929,669

受取手形及び売掛金 1,400,510 1,328,515

商品及び製品 1,023,108 1,185,389

原材料及び貯蔵品 863,771 893,568

その他 116,296 111,157

貸倒引当金 △8,872 △5,274

流動資産合計 5,721,223 5,443,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 627,480 639,563

機械装置及び運搬具（純額） 278,236 315,446

土地 1,423,710 1,423,710

その他（純額） 19,218 18,123

有形固定資産合計 2,348,646 2,396,843

無形固定資産   

その他 155,868 158,457

無形固定資産合計 155,868 158,457

投資その他の資産   

その他 104,854 107,657

貸倒引当金 △5,813 △5,812

投資その他の資産合計 99,040 101,844

固定資産合計 2,603,555 2,657,146

資産合計 8,324,779 8,100,172



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 698,557 738,484

短期借入金 2,550,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 448,508 448,508

未払法人税等 5,065 16,591

賞与引当金 26,418 47,953

その他 157,819 147,814

流動負債合計 3,886,369 3,549,352

固定負債   

長期借入金 369,223 431,350

退職給付引当金 254,632 248,570

役員退職慰労引当金 72,137 76,748

その他 41,155 41,871

固定負債合計 737,147 798,539

負債合計 4,623,516 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 1,733,964 1,805,124

自己株式 △955 △955

株主資本合計 3,782,973 3,854,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 864 2,003

為替換算調整勘定 △82,575 △103,856

評価・換算差額等合計 △81,710 △101,852

純資産合計 3,701,262 3,752,280

負債純資産合計 8,324,779 8,100,172



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,027,094 1,243,033

売上原価 737,260 922,638

売上総利益 289,833 320,395

販売費及び一般管理費 445,741 385,288

営業損失（△） △155,907 △64,893

営業外収益   

受取利息 2,132 918

受取配当金 222 226

固定資産売却益 10,217 13,130

その他 2,445 2,767

営業外収益合計 15,018 17,042

営業外費用   

支払利息 12,504 11,319

債権売却損 2,404 1,122

為替差損 － 7,505

その他 970 133

営業外費用合計 15,879 20,079

経常損失（△） △156,768 △67,930

特別利益   

保険解約返戻金 51,732 －

特別利益合計 51,732 －

税金等調整前四半期純損失（△） △105,035 △67,930

法人税等 32,093 3,229

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △71,159

四半期純損失（△） △137,129 △71,159



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △105,035 △67,930

減価償却費 42,358 35,784

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,192 △21,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 837 6,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,154 1,937

貸倒引当金の増減額（△は減少） 487 3,598

受取利息及び受取配当金 △2,355 △1,144

支払利息 12,504 11,319

為替差損益（△は益） 305 372

固定資産除売却損益（△は益） △10,147 △13,014

売上債権の増減額（△は増加） 217,047 △68,562

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,763 206,576

仕入債務の増減額（△は減少） △424,181 △42,749

保険解約損益（△は益） △51,732 －

その他の資産の増減額（△は増加） 15,080 △5,097

その他の負債の増減額（△は減少） 90,406 10,106

小計 △228,701 55,723

利息及び配当金の受取額 2,608 1,518

利息の支払額 △12,975 △11,691

法人税等の支払額 △6,959 △16,365

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,027 29,186

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 △27,786 △4,129

有形固定資産の売却による収入 29,847 33,836

無形固定資産の取得による支出 △526 －

貸付金の回収による収入 348 348

貸付けによる支出 － △1,000

敷金及び保証金の差入による支出 △193 △120

敷金及び保証金の回収による収入 1,195 1,437

保険積立金の解約による収入 114,340 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 117,224 30,373

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） － 400,000

長期借入金の返済による支出 △120,117 △62,127

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,106 △2,407

配当金の支払額 △23,721 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,944 335,461

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,753 1,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △252,994 396,739

現金及び現金同等物の期首残高 2,425,222 1,766,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,172,227 2,163,408



 該当事項はありません。  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。  

  

［所在地別セグメント情報］ 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

［海外売上高］ 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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……ネパール・ブータン・フィリピン・ポルトガル・シンガポール 

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  914,579  112,514  1,027,094  －  1,027,094

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 35,135  －  35,135 ( )35,135  －

計  949,715  112,514  1,062,230 ( )35,135  1,027,094

営業利益 ( )142,257 ( )15,533 ( )157,790  1,882 ( )155,907

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  112,514  112,647  225,162

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,027,094

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.0  11.0  21.9



［セグメント情報］ 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「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。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、当

社の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。 

当社グループは、主に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、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されております。これらのセグメントを製品

の内容、製造過程、ターゲットとなる市場及び販売方法などが類似するセグメントに集約し、「国内」、「海

外」の２つを報告セグメントとしております。 

「国内」は主に国内向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の製造と販売を行っております。

「海外」は主に海外向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の仕入と販売を行っております。

  

２．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

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

 調整額は以下のとおりであります。  

(注)１ セグメント損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及びその他 千円が含まれており

ます。 

２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。   

  

報告セグメント
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内 海外 計

売上高           

外部顧客への売上高  1,042,557  200,476  1,243,033  －  1,243,033

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,485  617  8,103 ( )8,103  －

計  1,050,043  201,093  1,251,137 ( )8,103  1,243,033

セグメント損失（△）  △37,013  △28,592  △65,605  712  △64,893

712 442 270

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（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 

当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（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）受注状況 

当第１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（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 

当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の販売金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  90,927  －

合計（千円）  90,927  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  513,355  －

海外（千円）  100,712  －

合計（千円）  614,067  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  1,028,545  －

海外（千円）  200,476  －

合計（千円）  1,229,021  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  1,042,557  －

海外（千円）  200,476  －

合計（千円）  1,243,033  －
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