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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 14,541 46.0 421 ― 415 ― 232 ―

22年3月期第2四半期 9,962 △42.4 △129 ― △141 ― △76 ―

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2四半期 36.53 ―

22年3月期第2四半期 △12.01 ―

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2四半期 26,398 9,635 36.5 1,513.06
22年3月期 25,173 9,529 37.9 1,496.40

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,635百万円 22年3月期  9,529百万円

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  
 

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 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 29,000 32.4 750 390.7 750 642.1 400 248.3 62.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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 

（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レビューの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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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及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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 6,615,070株 22年3月期  6,615,070株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  246,871株 22年3月期  246,821株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,368,239株 22年3月期2Q 6,369,422株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国、東南アジアを中心とした海外需要に支えら

れ、家電、自動車業界を中心に回復基調が持続し、関連業種につきましては、生産拡大が続くととも

に、設備投資につきましても活発に推移いたしました。しかしながら、円高による経済への影響が懸念

されるとともに、経済対策効果も薄れてきていることから、今後のわが国経済につきましては不透明感

が強くなってきております。 

 このような状況の中、当社グループの連結業績につきましては、省エネルギー分野を始めとした設備

投資回復に伴い、電子部品・半導体製造装置の販売が好調に推移した結果、売上高は145億４千１百万

円（前年同期比46.0％増）、営業利益は４億２千１百万円（前年同期は営業損失１億２千９百万円）、

経常利益は４億１千５百万円（前年同期は経常損失１億４千１百万円）、四半期純利益は２億３千２百

万円（前年同期は四半期純損失７千６百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

建設機械事業におきましては、建築業界を中心とした民需は低迷を続けるとともに、公共工事につ

きましても厳しい状況が続く中、引き続き新たな市場の開拓と高付加価値商品の販売強化に努めると

ともに、既存顧客への提案強化にも努めてまいりました。この結果、売上高は66億３千６百万円、セ

グメント利益は１億６千１百万円となりました。 

  

産業機器事業におきましては、中国、東南アジアにおける旺盛な需要を反映し、大手電子部品・半

導体メーカーの設備投資が活発に推移する中、ＬＥＤを始めとした省エネルギー分野における案件獲

得に努めてまいりました。この結果、電子部品・半導体製造装置の販売が好調に推移するとともに、

生産増加に伴い消耗部品・生産部品の販売が好調に推移した結果、売上高は76億７千２百万円、セグ

メント利益は３億９千８百万円となりました。 

  

砕石事業におきましては、民間工事が低調に推移する中、補修工事や護岸工事を始めとした中小規

模の公共工事の受注獲得に努めてまいりました。この結果、売上高は２億３千２百万円、セグメント

利益は２千３百万円となりました。 

  

資産は、前連結会計年度末に比べ12億２千５百万円増加（4.9％）し、263億９千８百万円となりまし

た。増減の主な内容は、貸与資産が２億７千９百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が15億４千

７百万円、有形固定資産におけるその他が５億２千９百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ11億１千９百万円増加（7.2％）し、167億６千３百万円となりまし

た。増減の主な内容は、リース債務が３億５千３百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が13億５

千７百万円、長期借入金が２億７千５百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加（1.1％）し、96億３千５百万円となりまし

た。増減の主な内容は、保有株式の下落により、その他有価証券評価差額金が５千４百万円減少したも

のの、利益剰余金が１億６千８百万円増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は36.5％と前連結会計年度末に比べ1.4ポイント下落いたしました。 

  

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

① 建設機械事業

② 産業機器事業

③ 砕石事業

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 
  
  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上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場合に前連結会計年度において使用した将来の業績予

想やタックス・プランニングを利用する方法、あるいは、前連結会計年度末以降に経営環境等、又

は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には前連結会計年度において使用した将来

の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっ

ております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わない

で債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときは、親会社の金額に合わせる方法によ

り相殺消去しております。 

  

第１四半期連結会計期間より、「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)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は170千円、税金等調整前四半期純利益は1,737千円それぞれ減

少しております。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5,517千円でありま

す。 

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 経過勘定項目の算定方法

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

⑤ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

(3) 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」等の適用
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,411,218 1,573,865

受取手形及び売掛金 13,303,548 11,755,580

商品及び製品 1,501,731 1,698,447

貯蔵品 2,948 2,828

その他 940,698 1,157,451

貸倒引当金 △387,706 △389,311

流動資産合計 16,772,438 15,798,861

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 5,760,500 6,039,902

その他（純額） 1,845,774 1,316,366

有形固定資産合計 7,606,275 7,356,268

無形固定資産 59,444 68,885

投資その他の資産

投資有価証券 799,433 897,156

その他 1,609,591 1,552,412

貸倒引当金 △458,125 △500,286

投資その他の資産合計 1,950,899 1,949,282

固定資産合計 9,616,619 9,374,436

繰延資産

開発費 9,675 －

繰延資産合計 9,675 －

資産合計 26,398,733 25,173,298

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,945,370 5,588,365

短期借入金 2,690,000 2,890,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 300,000

リース債務 2,403,462 2,756,976

未払法人税等 217,547 179,298

賞与引当金 143,508 112,358

割賦利益繰延 1,122,317 1,080,446

その他 920,195 1,101,176

流動負債合計 14,842,401 14,008,621

固定負債

長期借入金 1,075,000 800,000

退職給付引当金 268,606 275,066

役員退職慰労引当金 84,599 79,178

その他の引当金 363,149 358,649

その他 129,479 122,336

固定負債合計 1,920,835 1,635,230

負債合計 16,763,237 15,643,852
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 7,680,256 7,511,307

自己株式 △230,914 △230,896

株主資本合計 9,646,521 9,477,591

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 46,461 101,067

為替換算調整勘定 △57,485 △49,212

評価・換算差額等合計 △11,024 51,854

純資産合計 9,635,496 9,529,445

負債純資産合計 26,398,733 25,173,298
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 9,962,207 14,541,130

売上原価 8,442,264 12,438,821

差引売上総利益 1,519,942 2,102,308

割賦販売未実現利益戻入額 236,357 235,054

割賦販売未実現利益繰入額 215,419 286,629

売上総利益 1,540,880 2,050,734

販売費及び一般管理費 1,670,562 1,629,713

営業利益又は営業損失（△） △129,681 421,020

営業外収益

受取利息 6,839 9,989

受取配当金 32,041 5,708

持分法による投資利益 5,635 9,844

その他 20,311 45,174

営業外収益合計 64,826 70,717

営業外費用

支払利息 65,113 60,926

その他 11,230 15,592

営業外費用合計 76,343 76,519

経常利益又は経常損失（△） △141,198 415,218

特別利益

固定資産売却益 － 339

関係会社株式売却益 － 2,000

移転補償金 60,000 －

貸倒引当金戻入額 53,908 32,430

償却債権取立益 11,603 2,496

その他 － 4,990

特別利益合計 125,511 42,257

特別損失

固定資産除却損 334 2,437

投資有価証券評価損 － 1,011

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,566

その他 14,094 －

特別損失合計 14,429 5,015

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（△）

△30,115 452,460

法人税、住民税及び事業税 68,133 216,003

法人税等調整額 5,389 3,824

法人税等合計 73,522 219,828

少数株主損益調整前四半期純利益 － 232,631

少数株主損失（△） △27,138 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,499 232,631
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△30,115 452,460

減価償却費 705,781 660,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,084 △43,765

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,358 31,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,177 △6,459

受取利息及び受取配当金 △38,880 △15,698

支払利息 65,113 60,926

持分法による投資損益（△は益） △5,635 △9,844

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,011

固定資産除売却損益（△は益） 334 2,098

売上債権の増減額（△は増加） 1,639,724 △1,414,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,385 196,596

仕入債務の増減額（△は減少） △2,803,346 1,357,005

その他 △267,273 △77,292

小計 △624,006 1,194,680

利息及び配当金の受取額 58,488 31,619

利息の支払額 △64,874 △60,947

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 157,027 △175,919

営業活動によるキャッシュ・フロー △473,365 989,432

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 △247,091 △899,449

有形固定資産の売却による収入 667,222 447,247

無形固定資産の取得による支出 △1,700 △14,248

投資有価証券の取得による支出 △3,132 △2,647

投資有価証券の売却による収入 799 500

関係会社株式の売却による収入 － 2,000

関係会社出資金の払込による支出 － △156,587

貸付けによる支出 △28,600 △20,800

貸付金の回収による収入 940 45,634

その他の支出 △8,283 △14,226

その他の収入 2,263 11,942

投資活動によるキャッシュ・フロー 382,418 △600,632

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） 300,000 △200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △371,184 △662,733

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 － △25,000

自己株式の取得による支出 △18 △18

配当金の支払額 △127,434 △63,682

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,637 △551,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289,675 △162,647

現金及び現金同等物の期首残高 1,473,655 1,567,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,183,979 1,404,644
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な取扱い品目は次のとおりであります。 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は、以下のとおりであります。 

アジア   ：中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

その他の地域：ヨーロッパ、北米、オセアニア 

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。 

  

(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】

建設機械事業 
(千円)

産業機器事業
(千円)

砕石事業
(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

5,929,522 3,858,022 174,662 9,962,207 ― 9,962,207

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

23,790 6,273 ― 30,064 (30,064) ―

計 5,953,312 3,864,296 174,662 9,992,272 (30,064) 9,962,207

営業利益又は営業損失（△） △89,316 118,156 7,681 36,520 (166,202) △129,681

建設機械事業 一般土木機械、アタッチメント、産業用車輌、クレーン

産業機器事業 機械要素、油空圧機器、機械装置、電子機器

砕石事業 砕石、再生材、廃材、玉石類

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 909,940 86,978 996,918

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 9,962,207

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

9.1 0.9 10.0
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１  報告セグメントの概要 

当社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、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、取扱商品別の営業本部を置き、各営業本部は取り扱う商品・サービスについて国内及び海外関

係会社と連携して包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、営業本部を基礎とした商品別のセグメントから構成されており、「建設機械事

業」、「産業機器事業」及び「砕石事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「建設機械事業」は、一般土木機械・産業用車輌等の販売及びレンタル等を行っております。「産業機

器事業」は、電子機器・油空圧機器等の販売を行っております。「砕石事業」は砕石等の製造及び販売を

行っております。  

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額162,263千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(追加情報) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

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建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計

売上高

（1）外部顧客への売上高 6,636,294 7,672,645 232,190 14,541,130 ― 14,541,130

（2）セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

52,563 4,010 ― 56,574 △56,574 ―

計 6,688,858 7,676,656 232,190 14,597,704 △56,574 14,541,130

セグメント利益 161,324 398,734 23,225 583,283 △162,263 421,020

(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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