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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 2,559 22.5 △56 ― △62 ― △50 ―

22年3月期第2四半期 2,089 △49.6 △292 ― △293 ― △278 ―

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 △8.11 ―

22年3月期第2四半期 △44.98 ―

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 8,366 3,684 44.0 594.66
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2四半期  3,684百万円 22年3月期  3,752百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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  無  
 

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 5,700 32.9 40 ― 20 ― 10 ― 1.61



(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
づく四半期連結財務諸表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）２ページ「1.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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  4,164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2Q 6,196,617株 22年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、改善傾向が見られるものの、急激な円高進行に加え、依然厳

しい雇用情勢や個人消費の伸び悩みなどにより、引き続き予断を許さない状況にあります。 

 当業界におきましては、国内市場では公共工事の継続的な減少や、オフィスビル・マンション建設の減少など低

迷が持続しておりますが、海外市場では中国を中心としたアジア地域の需要が増加すると共に北米、欧州において

も緩やかに回復しております。 

 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。

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

常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は四半期純損失 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２四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 百万円となっており、その内訳は、油圧ブレーカーは大型ブレーカーの需要増

などにより 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 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 百万円、その他、原材料売上 百万円、修理売上 百万円となっております。 

 海外事業の売上高は前年同四半期に比べ増加したものの、依然として厳しい状況が続いており、海外事業全体で

は売上高 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２四半期連結会計期間末における資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。商品及び製品が 百万円減少しましたが、現金及び預金が 百万円増加したことが主な要

因です。 

「負債の部」 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。短期借入金が 百万円増加したことが主な要因です。 

「純資産の部」 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり 百

万円減少しました。利益剰余金が 百万円減少したことが主な要因です。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、 百万円（前年同

四半期 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２四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 百万円（前年同四半期 百万円支出）と

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

な卸資産の減少額 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２四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 百万円（前年同四半期 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 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２四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 百万円（前年同四半期 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 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通期の見通しを変更しておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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２四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。 

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（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 

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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、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 

 「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。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



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 2,466,644 1,929,669

受取手形及び売掛金 1,551,335 1,328,515

商品及び製品 911,751 1,185,389

原材料及び貯蔵品 822,856 893,568

その他 68,237 111,157

貸倒引当金 △6,416 △5,274

流動資産合計 5,814,408 5,443,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 614,764 639,563

機械装置及び運搬具（純額） 242,543 315,446

土地 1,423,710 1,423,710

その他（純額） 19,002 18,123

有形固定資産合計 2,300,020 2,396,843

無形固定資産   

その他 154,086 158,457

無形固定資産合計 154,086 158,457

投資その他の資産   

その他 103,426 107,657

貸倒引当金 △5,813 △5,812

投資その他の資産合計 97,613 101,844

固定資産合計 2,551,721 2,657,146

資産合計 8,366,129 8,100,172



（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 848,814 738,484

短期借入金 2,550,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 448,708 448,508

未払法人税等 9,535 16,591

賞与引当金 52,183 47,953

その他 94,110 147,814

流動負債合計 4,003,352 3,549,352

固定負債   

長期借入金 306,896 431,350

退職給付引当金 259,107 248,570

役員退職慰労引当金 74,074 76,748

その他 38,302 41,871

固定負債合計 678,380 798,539

負債合計 4,681,732 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 1,754,854 1,805,124

自己株式 △1,106 △955

株主資本合計 3,803,712 3,854,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 389 2,003

為替換算調整勘定 △119,705 △103,856

評価・換算差額等合計 △119,316 △101,852

純資産合計 3,684,396 3,752,280

負債純資産合計 8,366,129 8,100,172



（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 2,089,130 2,559,242

売上原価 1,519,308 1,859,117

売上総利益 569,821 700,125

販売費及び一般管理費 862,394 756,530

営業損失（△） △292,572 △56,405

営業外収益   

受取利息 3,345 1,899

受取配当金 222 226

固定資産売却益 22,030 24,054

その他 10,436 6,442

営業外収益合計 36,034 32,623

営業外費用   

支払利息 24,706 22,892

債権売却損 4,426 1,925

為替差損 5,264 13,213

その他 3,064 678

営業外費用合計 37,462 38,710

経常損失（△） △293,999 △62,491

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（△） △242,266 △62,491

法人税等 36,498 5,649

法人税等還付税額 － △17,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △50,269

四半期純損失（△） △278,765 △50,269



（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損失（△） △242,266 △62,491

減価償却費 90,425 72,141

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,454 4,230

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,691 10,537

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,308 3,874

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,097 1,142

受取利息及び受取配当金 △3,567 △2,125

支払利息 24,706 22,892

為替差損益（△は益） 359 △1,983

固定資産除売却損益（△は益） △19,559 △23,929

売上債権の増減額（△は増加） 167,432 △224,942

たな卸資産の増減額（△は増加） 148,328 323,207

仕入債務の増減額（△は減少） △589,565 109,651

保険解約損益（△は益） △51,732 －

その他の資産の増減額（△は増加） 9,652 3,918

その他の負債の増減額（△は減少） 19,474 △51,886

小計 △460,671 184,235

利息及び配当金の受取額 3,781 2,466

利息の支払額 △25,234 △23,384

法人税等の支払額 △8,122 △16,356

法人税等の還付額 101,013 56,013

営業活動によるキャッシュ・フロー △389,233 202,973

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 △34,390 △5,920

有形固定資産の売却による収入 47,574 71,018

無形固定資産の取得による支出 △597 △850

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 744 630

敷金及び保証金の差入による支出 △193 △130

敷金及び保証金の回収による収入 2,477 1,575

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 129,955 65,323

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 △239,706 △124,254

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,253 △4,814

自己株式の取得による支出 － △150

配当金の支払額 △30,924 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,883 270,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,155 △1,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,006 536,974

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 1,908,215 2,303,644



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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 国又は地域は、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 

  

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 

  

（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  931,168  130,867  1,062,036  －  1,062,036

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 68,136  －  68,136 ( )68,136  －

計  999,304  130,867  1,130,172 ( )68,136  1,062,036

営業利益又は営業損失（△）  △117,621  △18,348  △135,969 ( )694  △136,664

  
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  1,845,748  243,382  2,089,130  －  2,089,130

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 103,272  －  103,272 ( )103,272  －

計  1,949,020  243,382  2,192,403 ( )103,272  2,089,130

営業利益又は営業損失（△）  △259,878  △33,881  △293,760  1,188  △292,572



[海外売上高] 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 国又は地域は、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……オランダ・クロアチア・スペイン・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。 

  

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……オランダ・ネパール・ブータン・インド・フィリピン・ポルトガル 

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。 

  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  130,867  45,300  176,168

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,062,036

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 12.3  4.3  16.6

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  243,382  157,948  401,330

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,089,130

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 11.6  7.6  19.2



[セグメント情報] 

（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。 

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）       （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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）       （単位：千円）

調整額は以下のとおりであります。  

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額 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 セグメント利益又は損失は、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。  

   

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  2,108,239  451,003  2,559,242  －  2,559,242

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 9,789  1,110  10,899 ( )10,899  －

計  2,118,028  452,114  2,570,142 ( )10,899  2,559,242

セグメント損失（△）  △26,542  △33,363  △59,905  3,500  △56,405

3,500 2,960 540

  

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  1,065,681  250,527  1,316,209  －  1,316,209

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,303  492  2,796 ( )2,796  －

計  1,067,985  251,020  1,319,005 ( )2,796  1,316,209

セグメント利益又は損失（△）  10,471  △4,770  5,700  2,787  8,487

2,787 2,517 270

（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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  210,001  －

合計（千円）  210,001  －

セグメントの名称 
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） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  1,079,601  －

海外（千円）  217,814  －

合計（千円）  1,297,415  －

セグメントの名称 
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） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  2,078,445  －

海外（千円）  451,004  －

合計（千円）  2,529,449  －

セグメントの名称 
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） 

前年同四半期比（％）

国内（千円）  2,108,238  －

海外（千円）  451,003  －

合計（千円）  2,559,242  －
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