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(百万円未満切捨て)   
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） 
 (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 4,713 3.1 △319 ― △294 ― △290 ― 
22年3月期第2四半期 4,573 △22.1 △425 ― △394 ― △389 ― 

 

 
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 △8 56 ― ―   
22年3月期第2四半期 △11 48 ― ―   

 

 (2) 連結財政状態   
 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 10,824 4,010 35.1 111 96 

22年3月期 11,891 4,382 34.9 122 45  
(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 3,794百万円 22年3月期 4,149百万円

 

 
2. 配当の状況  

 
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 

23年3月期 ― ―    

23年3月期(予想)   ― ― ― 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
    平成 23年 3月期末配当につきましては未定としております。 

 

 
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、通期は対前期増減率)   

 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 

通期 11,900 4.3 60 ― 95 ― 65 ― 1 92 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 



  

4. その他（詳細は〔添付資料〕３ページ「２．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 

 (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 ： 無 

 (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 ： 無 

(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） 
  

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 34,200,000株22年3月期 34,200,000株 

②期末自己株式数 23年3月期2Q 312,950株22年3月期 310,008株 

③期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  33,888,703株22年3月期2Q 33,891,132株 
  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 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、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いません。 

2. 本資料の業績予想につきましては、当社が現時点で入手している情報に基づいたものであり、実際の業績

につきましては今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

業績予想等の前提となる条件等については、〔添付資料〕３ページ［当四半期の連結業績等に関する定性

的情報］(３)連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  
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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 
当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や米国などの経済改善が続く中、緩や
かな回復が継続するものの、金融システム不安などから為替相場は円高に推移し、先行き不透明
な状況が続いています。 
このような情勢の中、当社グループは引き続きコストダウンをはじめ、営業の拡大や企業体質
の強化に取り組んでまいりました。 
当第 2 四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高 47 億 1 千 3 百万円(前年同四半
期比 1 億 4 千万円増収)、営業損失 3 億 1 千 9百万円(同 1億 5 百万円赤字縮小)、経常損失 2億 9
千 4 百万円(同 9 千 9 百万円赤字縮小)、四半期純損失 2 億 9 千万円(同 9 千 8 百万円赤字縮小)と
なりました。 
 
当社グループの事業別売上高の概況は、次のとおりです。 
 
①売上高の状況 

高圧機器事業は、LP ガスバルク貯槽の需要が減少するなか、主力製品である小型 LP ガス容器

の拡販とともに、LP ガス充填設備などのプラント工事の受注に注力いたしました。しかしながら、

プラント工事は大幅な増収となりましたが、小型 LP ガス容器が減収となり、事業全体では前年同

期比 3.2％減少し、23 億７千８百万円となりました。 

鉄構輸送機事業は、鉄鋼向けインナーカバーの受注及びコンベヤ設備を主体にした搬送機器の

工事量は増加しましたが、鉄構製品の受注が減少したことにより、事業全体では前年同期比

3.3％減少し、３億５千３百万円となりました。 

施設機器事業は、畜舎消臭装置及び家畜肥育資材製品の新機種を追加して取扱製品の拡充を図

りましたが、設備投資抑制の影響を受け、消臭装置など環境関連製品の受注が減少したことによ

り、事業全体では前年同期比 10.3％減少し、４億９千８百万円となりました。 

運送事業は、新規荷主の開拓等新しい顧客ニーズに対応した結果、前年同期比 24.2％増加し、

14 億８千２百万円となりました。 
 

 ②販売費及び一般管理費の状況 
販売費及び一般管理費は、固定費削減に努めました結果、10 億６百万円となり、前年同期に比

べ２千７百万円減少しました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 
 ①資産の状況 
総資産の合計は、108 億２千４百万円となり、前連結会計年度末より 10 億６千７百万円減少し
ました。主な要因は、現金及び預金が１億９千９百万円、受取手形及び売掛金９億５千５百万円
それぞれ減少したことであります。 
 

 ②負債の状況 
負債合計は、68 億１千３百万円となり、前連結会計年度末より６億９千５百万円減少しました。
主な要因は、前受金が２億５千６百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が４億４千７百万
円、短期借入金が１億５千万円、長期借入金が１億７百万円、退職給付引当金が１億３千１百万
円それぞれ減少したことであります。 
 

 ③純資産の状況 
純資産合計は、40 億１千万円となり、前連結会計年度末より３億７千２百万円減少しました。
主な要因は、利益剰余金が２億９千万円、その他有価証券評価差額金が６千５百万円それぞれ減
少したことであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 
通期の連結業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績を踏まえ、平成 22 年５月 14

日公表の予想値を下表のとおり修正しました。また、通期の個別業績につきましても、同様に平
成 22 年５月 14 日公表の予想値を修正しました。 
詳細につきましては、本日(11 月 9 日)別途開示いたしました「平成 23 年３月期第２四半期累

計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 

なお、当社は平成 23 年３月期の期末配当につきましては未定といたしておりますが、早期に復

配を実現すべく努めており、今後の収益状況を勘案して発表する予定であります。 
（金額の単位：百万円） 

 
第 2 四半期累計期間 通期 

連結 個別 連結 個別 

売上高 4,713 3,296 11,900 9,000 

営業利益 △319 △287 60 60 

経常利益 △294 △267 95 80 

当期純利益 △290 △280 65 60 

 
 
 

２．その他の情報 
(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 
該当事項はありません。 

 
(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
・会計処理基準に関する事項の変更 
資産除去債務に関する会計基準の適用 
第１四半期会計期間より、「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。 
これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ
ります。 
 
・表示方法の変更 
第１四半期連結会計期間より、「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）の適用に伴い、第
２四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。 
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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 1,810,308 2,010,193
  受取手形及び売掛金 2,583,398 3,538,784
  製品 76,837 125,121
  仕掛品 753,307 651,621
  原材料及び貯蔵品 329,534 192,653
  その他 383,397 326,425
  貸倒引当金 △2,823 △3,108
  流動資産合計 5,933,959 6,841,691

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額）  716,269  740,280
   機械装置及び運搬具（純額）  318,461  337,255
   土地 2,251,801 2,253,794
   リース資産（純額）  250,974  279,912
   建設仮勘定 40,407 3,100
   その他（純額）  44,191  24,926
   有形固定資産合計 3,622,106 3,639,268

  無形固定資産 42,119 43,122
  投資その他の資産   
   投資有価証券 1,026,878 1,171,001
   長期貸付金 3,000 3,000
   建設協力金 40,440 43,380
   その他 209,196 203,869
   貸倒引当金 △53,678 △54,116
   投資その他の資産合計 1,225,836 1,367,134

  固定資産合計 4,890,061 5,049,525

 資産合計 10,824,021 11,891,217
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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) 

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 1,548,414 1,995,447
  短期借入金 1,649,272 1,799,272
  リース債務 41,590 41,249
  未払金 104,635 124,114
  未払費用 107,046 77,625
  未払法人税等 12,748 27,976
  未払消費税等 14,747 57,299
  賞与引当金 92,352 94,564
  役員賞与引当金 5,000 10,000
  前受金 390,376 133,892
  その他 54,842 29,515
  流動負債合計 4,021,025 4,390,958

 固定負債   
  長期借入金 653,097 760,233
  リース債務 257,472 278,353
  退職給付引当金 1,677,860 1,809,615
  役員退職慰労引当金 84,811 112,042
  資産除去債務 7,000 －
  その他 112,678 157,813
  固定負債合計 2,792,920 3,118,058

 負債合計 6,813,946 7,509,016

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,710,000 1,710,000
  資本剰余金 329,347 329,347
  利益剰余金 1,737,340 2,027,506
  自己株式 △80,063 △79,771
  株主資本合計 3,696,623 3,987,081

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 97,459 162,742
  評価・換算差額等合計 97,459 162,742

 少数株主持分 215,992 232,376
 純資産合計 4,010,075 4,382,200

負債純資産合計 10,824,021 11,891,217
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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 4,573,368 4,713,957

売上原価 3,965,078 4,026,873

売上総利益 608,289 687,084

販売費及び一般管理費  1,033,656  1,006,504

営業損失（△） △425,367 △319,420

営業外収益   
 受取利息 1,144 1,402
 受取配当金 10,894 13,758
 受取賃貸料 5,027 7,729
 助成金収入 29,189 28,930
 その他 17,061 12,842
 営業外収益合計 63,316 64,663

営業外費用   
 支払利息 16,117 18,178
 出向者人件費 11,868 13,645
 その他 4,125 7,701
 営業外費用合計 32,110 39,525

経常損失（△） △394,161 △294,283

特別利益   
 固定資産売却益 2,722 1,840
 貸倒引当金戻入額 － 468
 特別利益合計 2,722 2,308

特別損失   
 固定資産除売却損 2,920 389
 投資有価証券売却損 － 1,615
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,333
 減損損失 － 1,992
 特別損失合計 2,920 6,330

税金等調整前四半期純損失（△） △394,358 △298,304

法人税、住民税及び事業税 9,247 9,667

法人税等調整額 △1,429 △9,815

法人税等合計 7,817 △147

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △298,157

少数株主損失（△） △13,165 △7,991

四半期純損失（△） △389,010 △290,165
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
 


