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1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 7,756 △4.9 20 △80.2 57 △71.8 △3 －

 22年3月期第3四半期 8,157 △28.6 102 △84.1 205 △70.5 127 △64.3

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3四半期 △0.24 －

 22年3月期第3四半期 9.08 －

 (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3四半期 22,779 14,134 62.1 1,005.93

 22年3月期 22,931 14,708 64.1 1,046.65

(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 14,134百万円  22年3月期 14,708百万円

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 － 3.00 － 4.00 7.00

 23年3月期 －  3.75 －                 
 23年3月期(予想)                       3.75 7.50

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)

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 13,600 10.7 550 59.7 580 22.4 310 16.4 22.06



  

 

 

(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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※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】P.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.4「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

  新規  －社 (          － )、除外  －社 (          － )

   （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
 

 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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期3Ｑ 15,160,000株 22年3月期 15,160,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 1,108,623株 22年3月期 1,106,742株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 14,052,358株 22年3月期3Ｑ 14,054,868株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出に支えられ景気は回

復の兆しが見られたものの、欧米の景気減速懸念や円高・デフレ基調は続いており、依然として先行き

不透明な状況で推移しました。 

この様な情勢の中で、当社グループは新商品の開発、提案型営業の積極的展開、品質ならびに生産性

の向上、さらにはコストダウンや経費の削減に全社を挙げて努力してまいりました。しかしながら、当

社グループの連結業績は、公共投資の抑制や企業の設備投資に対する慎重な姿勢が継続するなどの影響

もあり、受注高は95億1千5百万円（前年同期比4.0%減）、売上高は77億5千6百万円（前年同期比4.9%

減）となりました。また、損益においては、経常利益は5千7百万円（前年同期比71.8%減）、四半期純

損失は3百万円（前年同期は、四半期純利益1億2千7百万円）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。 

  

搬送機械事業 

搬送機械事業では、既存顧客からのリピート受注、小型自動倉庫や製造業の生産・物流分野などに、

ピッキングシステムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも

注力し、拡販を図ってまいりました。しかしながら、企業の設備投資に対する慎重な姿勢による設備計

画の延期や保留が生じるなど、厳しい状況が続きました。その結果、受注高は35億6千5百万円、売上高

は28億5千1百万円となりました。 

  

産業機械事業 

産業機械事業の産機部門では、公共投資抑制の影響を受けるなど厳しい環境の中、民間需要の掘り起

こしや既存市場におけるシェアアップに注力してまいりました。また、精密機械部門では、既存顧客の

更新需要や新規商社の開拓に注力するとともに、半導体やデジタル家電、光学、自動車市場などに拡販

を図ってまいりました。その結果、受注高は56億4千9百万円、売上高は46億9百万円となりました。  

  

その他の事業 

その他の事業では、駐車場装置や営繕工事の増加などにより、受注高は3億円、売上高は2億9千5百万

円となりました。 
  
  

① 財政状態 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より、1億5千1百万円減少し、227億7

千9百万円となりました。その主な要因といたしましては、現金及び預金が売掛金の回収などによって1

億5千4百万円、第4四半期の売上の増加に伴い仕掛品が3億8千1百万円、原材料及び貯蔵品が5億2千4百

万円、固定資産の投資その他の資産のその他が繰延税金資産の増加などによって2億8千7百万円増加し

ましたものの、売上の減少及び売上債権の回収により受取手形及び売掛金が6億2千8百万円、有形固定

資産が主に減価償却により1億5千万円、所有株式の時価が下がり投資有価証券が7億3千9百万円、それ

ぞれ減少したことなどによるものであります。 

（負債） 

 負債の部では、前連結会計年度末より4億2千2百万円増加し、86億4千4百万円となりました。その主

な要因といたしましては、法人税の支払により未払法人税等が1億7千4百万円、流動負債のその他が未

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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払費用の減少などによって2億5千5百万円減少したものの、仕入の増加に伴い支払手形及び買掛金が7億

7千7百万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

純資産の部は、前連結会計年度末より5億7千4百万円減少し、141億3千4百万円となりました。その主

な要因といたしましては、利益剰余金が1億1千2百万円、時価評価によりその他有価証券評価差額金が4

億6千1百万円減少したことなどによるものであります。 

  

② キャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前

連結会計年度末に比べ1億3千4百万円増加し、37億6千3百万円となりました。 

 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、増加した資金は2億8千万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加9億1千2百

万円や未払費用の減少2億5千4百万円などの支出がありましたものの、売上債権の減少6億2千8百万円や

仕入債務の増加7億7千7百万円の収入があっ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） 

投資活動の結果、減少した資金は4千万円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1千2百

万円がありましたものの、定期預金の預入れによる支出3千万円や有形固定資産の取得による支出2千6

百万円があっ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） 

財務活動の結果、減少した資金は1億5百万円となりました。これは主に、配当金を1億2百万円支払っ

たことによるものであります。 

  

平成23年３月期の業績予想は、概ね予定通りに推移しております。従いまして、現段階では平成22年５

月14日の発表時の業績予想数値を継続いたします。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、実地棚卸を省略し、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。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

④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に著しい変化が

なく、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。 

  

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、経常利益は723千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は13,331千円

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14,888千円であります。 

  

  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,843,971 3,689,261

受取手形及び売掛金 4,700,718 5,328,928

仕掛品 1,182,757 801,541

原材料及び貯蔵品 1,194,042 669,072

その他 301,494 285,405

貸倒引当金 △11,562 △17,335

流動資産合計 11,211,422 10,756,873

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,950,160 3,056,346

土地 5,115,014 5,115,014

その他（純額） 546,349 590,809

有形固定資産合計 8,611,524 8,762,170

無形固定資産 20,860 21,248

投資その他の資産

投資有価証券 2,115,493 2,854,509

その他 878,336 590,468

貸倒引当金 △58,300 △54,100

投資その他の資産合計 2,935,530 3,390,878

固定資産合計 11,567,915 12,174,297

資産合計 22,779,338 22,931,170
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,442,486 2,665,441

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 9,997 184,088

その他 796,028 1,051,052

流動負債合計 4,868,762 4,520,832

固定負債

長期借入金 336,000 336,000

再評価に係る繰延税金負債 1,989,538 1,989,538

退職給付引当金 1,141,035 1,110,317

役員退職慰労引当金 162,960 163,837

その他 146,391 101,781

固定負債合計 3,775,925 3,701,474

負債合計 8,644,688 8,222,306

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,400 2,658,400

資本剰余金 2,502,759 2,502,759

利益剰余金 5,716,243 5,828,568

自己株式 △291,133 △290,538

株主資本合計 10,586,269 10,699,189

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 647,135 1,108,428

土地再評価差額金 2,901,245 2,901,245

評価・換算差額等合計 3,548,381 4,009,674

純資産合計 14,134,650 14,708,864

負債純資産合計 22,779,338 22,931,170
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,157,183 7,756,549

売上原価 6,180,718 5,833,323

売上総利益 1,976,465 1,923,226

販売費及び一般管理費 1,874,084 1,902,943

営業利益 102,380 20,282

営業外収益

受取利息 2,527 1,365

受取配当金 28,494 25,223

助成金収入 27,773 11,820

保険解約返戻金 45,373 －

その他 17,675 14,313

営業外収益合計 121,844 52,723

営業外費用

支払利息 10,395 9,701

コミットメントフィー 3,548 3,548

その他 5,079 1,845

営業外費用合計 19,023 15,096

経常利益 205,201 57,909

特別利益

貸倒引当金戻入額 754 1,185

特別利益合計 754 1,185

特別損失

固定資産除却損 545 453

投資有価証券評価損 － 310

ゴルフ会員権評価損 － 6,537

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,607

環境対策費 － 11,823

特別損失合計 545 31,731

税金等調整前四半期純利益 205,410 27,363

法人税、住民税及び事業税 33,852 29,630

法人税等調整額 43,940 1,150

法人税等合計 77,793 30,780

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） 127,616 △3,417
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 205,410 27,363

減価償却費 291,413 263,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,995 △10,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,044 30,717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,997 △876

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,599 △1,573

受取利息及び受取配当金 △31,022 △26,589

支払利息 10,395 9,701

固定資産除却損 545 453

ゴルフ会員権評価損 － 6,537

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,607

売上債権の増減額（△は増加） 2,366,441 628,964

たな卸資産の増減額（△は増加） △180,602 △912,693

仕入債務の増減額（△は減少） △1,488,664 777,620

未払金の増減額（△は減少） △6,123 △2,893

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,618 △163,838

未払費用の増減額（△は減少） △296,452 △254,637

前受金の増減額（△は減少） △107,328 △10,041

長期未払金の増減額（△は減少） △18,282 7,150

その他 62,976 79,562

小計 786,734 459,699

利息及び配当金の受取額 31,022 26,589

利息の支払額 △10,144 △9,911

法人税等の支払額 △183,557 △195,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 624,054 280,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △60,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 500,000 10,004

有形固定資産の取得による支出 △436,335 △26,788

投資有価証券の取得による支出 △1,103 △1,128

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 501 12,243

その他 △2,341 △4,827

投資活動によるキャッシュ・フロー 420 △40,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △646 △594

配当金の支払額 △99,913 △102,197

その他 － △2,408

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,559 △105,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523,914 134,715

現金及び現金同等物の期首残高 2,892,926 3,629,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,416,841 3,763,971
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  該当事項はありません。 

  

（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、事業の種類別の事業部制をとっております。 

従って、当社は事業の種類別セグメントから構成されており、「搬送機械事業」、「産業機械事業」

の2つを報告セグメントとしております。 

搬送機械事業では、物流システム並びに搬送機器の製造・販売を行っております。産業機械事業で

は、バルブアクチュエータ、ゲート駆動装置、超精密・高精密ワイヤ放電加工機、超精密・高精密ＮＣ

旋盤の製造・販売を行っております。また、その他の事業として子会社において機械機器部品・立体駐

車装置の販売、駐車場運営をしております。 

  

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３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日） 

（単位：千円）

 
    （注）セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△134,790千円が

含まれております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

報告セグメント
その他
の事業

調整額 
（注）

合計
搬送機械
事業

産業機械
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,851,053 4,609,918 7,460,972 295,576 ― 7,756,549

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― 101,120 △101,120 ―

計 2,851,053 4,609,918 7,460,972 396,697 △101,120 7,756,549

セグメント利益又は損失(△) △43,140 190,842 147,702 9,098 △136,518 20,282

(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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