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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,516 0.9 △71 ― △81 ― △79 ―
22年3月期第3四半期 1,502 △31.2 △181 ― △193 ― △198 ―

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 △9.65 ―
22年3月期第3四半期 △23.96 ―

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 2,588 537 20.8 64.87
22年3月期 2,689 614 22.8 74.10

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  537百万円 22年3月期  614百万円

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）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 2,114 0.6 △56 ― △72 ― △72 ― △8.68



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他」をご覧ください。）

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3Q 8,353,645株 22年3月期  8,353,645株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  64,853株 22年3月期  62,044株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,290,798株 22年3月期3Q 8,293,337株

※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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載の予
想数値と異なる可能性があります。 
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国の経済成長に支えられ輸出と生産が増加

し、景気は回復基調を維持しましたが、長引く円高による輸出競争力の低下と企業業績の悪化や米欧経済の成長鈍

化、さらには国内政策投資効果の息切れなどの景気下振れリスクが顕在化し、先行き不透明感が強まる中、景気の回

復は踊り場の様相を呈しました。 

当社を取り巻く環境としましては、ウインチ製品の主要なユーザーである建設業界が公共投資の削減や民間設備投

資の抑制による工事量の減少により引き続き不振であるほか、バランサ製品の主要なユーザーである自動車・ＩＴ関

連産業をはじめとした幅広い業種で設備投資の回復の動きが極めて鈍く、厳しい受注環境が続きました。 

このような情勢の中、当社は成長分野である太陽光関連・環境関連市場などの顧客に対し提案型営業を積極的に展

開するとともに、製品の安全性機能向上をアピールし、買い替え需要の喚起を図りました。また、引き続き資材調達

コストの引き下げや諸経費の削減に取り組み、損益分岐点売上高の一層の引き下げによる収益性の向上に努めてまい

りました。 

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,516百万円（前年同期比0.9％増）、営業損失71百万円

（前年同期は181百万円の損失）、経常損失81百万円（前年同期は193百万円の損失）、四半期純損失79百万円（前年

同期は198百万円の損失）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。 

（ウインチ） 

一部レンタル業界向けに小型ウインチが回復傾向にあるが、公共工事の削減や民間工事の減少により、特に中・大

型ウインチが低調に推移している。一昨年７月に市場投入した太陽光発電用パネル施工向けの荷揚機「パネルボー

イ」が堅調に推移しているほか、ベビーホイストのラッチロックフックの標準化、大型ウインチの非常停止標準化な

ど安全機能をアピールし買い替え需要の喚起を図ったことにより、売上高は810百万円、セグメント利益80百万円と

なりました。 

（コンベヤ） 

自転車駐輪場向け「サイクルベヤ」の受注が回復傾向にあるが、公共工事の削減や民間工事の減少により標準品の

受注が低調に推移した結果、売上高152百万円、セグメント損失0百万円となりました。 

（バランサ） 

太陽光関連や燃料電池、半導体業界向けに受注の回復傾向がみられるが、自動車をはじめＩＴ関連産業など幅広い

業種で依然として設備投資が抑制傾向にあり、総じて受注回復のテンポは鈍い。業績好調な業種に的を絞り、提案営

業による攻めの受注活動を展開した結果、売上は回復基調にあるが赤字を解消するレベルに至らず、売上高439百万

円、セグメント損失31百万円となりました。 

（ロボット） 

物流業界の設備投資は低調であり、一部大口ユーザーの受注獲得による売上寄与はあったが、総じてメンテナンス

サービス主体の売上で推移した結果、売上高113百万円、セグメント損失2百万円となりました。 

  

(2) 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 

当第３四半期会計期間末における総資産は2,588百万円となり、前事業年度末に比べ101百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動資産が売掛金の減少等により1,603百万円となり、前事業年度末に比べ91百万円減少し

たことと、固定資産が減価償却等により985百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円減少したことによるもので

あります。 

当第３四半期会計期間末における負債合計は2,050百万円となり、前事業年度末に比べ24百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が支払手形、買掛金の増加、未払費用、前受金の減少等により1,643百万円とな

り、前事業年度末に比べ63百万円増加しましたが、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により407百万円

となり、前事業年度末に比べ87百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は537百万円となり、前事業年度末に比べ76百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が79百万円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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。）の残高は351百万円となり、前

事業年度末に比べ36百万円減少いたしました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果獲得した資金は57百万円（前年同期は20百万円の支出）となりました。主な要因は、税引前四半

期純損失74百万円、たな卸資産の増加28百万円等のマイナス要因がありましたが、売上債権の減少86百万円、仕入

債務の増加91百万円等のプラス要因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） 

投資活動の結果支出した資金は4百万円（前年同期は2百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固定資産

の取得による支出2百万円等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） 

財務活動の結果支出した資金は89百万円（前年同期は0百万円の支出）となりました。主な要因は、関係会社長

期借入金の約定返済90百万円等によるものであります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

当社の事業を取り巻く環境は依然厳しく、平成23年３月期第３四半期の業績の状況を踏まえ、平成23年３月期通

期業績予想につきましては、平成23年２月３日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行って

おります。 

詳細につきましては、平成23年２月３日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① たな卸資産の評価方法  

 当第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、第２四半期末に係る実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

(2) 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の適用） 

 「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）を第１四半期会計期間より適用しており

ます。 

 これにより、税引前四半期純損失は 百万円増加しております。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 百万円であります。 

  

２．その他の情報

2

2
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 351,093 387,768

受取手形及び売掛金 683,804 770,510

商品及び製品 101,586 83,281

仕掛品 17,924 26,034

原材料及び貯蔵品 425,852 407,945

その他 23,958 18,793

貸倒引当金 △988 △4

流動資産合計 1,603,231 1,694,329

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 137,593 143,686

土地 723,755 723,755

その他（純額） 29,385 36,056

有形固定資産合計 890,735 903,499

無形固定資産 10,037 11,220

投資その他の資産   

投資有価証券 46,775 40,686

破産更生債権等 25,590 22,150

その他 37,802 39,891

貸倒引当金 △25,612 △22,150

投資その他の資産合計 84,556 80,577

固定資産合計 985,329 995,298

資産合計 2,588,561 2,689,627
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 419,731 328,383

短期借入金 1,050,000 1,050,000

関係会社短期借入金 1,802 1,251

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 5,933 7,112

その他 45,741 73,157

流動負債合計 1,643,208 1,579,906

固定負債   

関係会社長期借入金 197,500 287,500

退職給付引当金 202,706 204,992

資産除去債務 2,360 －

その他 5,129 2,827

固定負債合計 407,695 495,319

負債合計 2,050,903 2,075,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △358,373 △278,401

自己株式 △8,414 △8,261

株主資本合計 530,709 610,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,947 3,566

評価・換算差額等合計 6,947 3,566

純資産合計 537,657 614,402

負債純資産合計 2,588,561 2,689,627
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(2) 四半期損益計算書 
(第３四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 1,502,419 1,516,491

売上原価 1,282,385 1,220,426

売上総利益 220,034 296,064

販売費及び一般管理費 401,200 367,228

営業損失（△） △181,166 △71,163

営業外収益   

受取利息 27 103

受取配当金 419 513

受取賃貸料 4,637 4,114

保険配当金 4,492 4,382

雇用調整助成金 1,423 1,614

その他 578 1,352

営業外収益合計 11,579 12,080

営業外費用   

支払利息 20,479 18,441

その他 3,628 3,820

営業外費用合計 24,107 22,262

経常損失（△） △193,694 △81,345

特別利益   

固定資産売却益 29 －

貸倒引当金戻入額 54 －

受取保険金 － 12,260

特別利益合計 83 12,260

特別損失   

固定資産除却損 11 125

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

従業員弔慰金 － 3,330

特別損失合計 11 5,815

税引前四半期純損失（△） △193,622 △74,901

法人税、住民税及び事業税 5,054 5,070

法人税等合計 5,054 5,070

四半期純損失（△） △198,676 △79,972
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 537,976 521,025

売上原価 441,978 418,266

売上総利益 95,997 102,759

販売費及び一般管理費 129,976 125,718

営業損失（△） △33,978 △22,959

営業外収益   

受取利息 10 42

受取配当金 138 250

受取賃貸料 1,546 1,339

雇用調整助成金 1,423 148

その他 160 940

営業外収益合計 3,279 2,720

営業外費用   

支払利息 6,490 6,086

その他 919 1,410

営業外費用合計 7,410 7,497

経常損失（△） △38,109 △27,735

特別損失   

固定資産除却損 11 －

特別損失合計 11 －

税引前四半期純損失（△） △38,121 △27,735

法人税、住民税及び事業税 1,684 1,681

法人税等合計 1,684 1,681

四半期純損失（△） △39,805 △29,417
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △193,622 △74,901

減価償却費 21,684 17,412

有形固定資産除却損 11 125

受取保険金 － △12,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 4,445

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,867 △2,285

受取利息及び受取配当金 △447 △616

支払利息 20,479 18,441

雇用調整助成金収入 － △1,614

有形固定資産売却損益（△は益） △29 －

売上債権の増減額（△は増加） 153,400 86,705

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,346 △28,101

仕入債務の増減額（△は減少） △34,571 91,347

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,764 △878

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

その他 △390 △32,492

小計 25,174 67,688

利息及び配当金の受取額 447 616

利息の支払額 △20,661 △18,400

保険金の受取額 － 12,260

雇用調整助成金の受取額 － 1,614

損害賠償金の支払額 △17,800 －

法人税等の支払額 △7,714 △6,766

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,553 57,013

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 △1,665 △2,574

有形固定資産の売却による収入 270 －

無形固定資産の取得による支出 △160 △1,045

投資有価証券の取得による支出 △399 △406

貸付けによる支出 △800 △300

貸付金の回収による収入 256 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,498 △4,084

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） 100,000 －

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △10,709 550

関係会社長期借入金の返済による支出 △90,000 △90,000

自己株式の取得による支出 △257 △153

財務活動によるキャッシュ・フロー △966 △89,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,018 △36,674

現金及び現金同等物の期首残高 392,871 387,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 368,853 351,093
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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、各種の産業用資機材を生産・販売しており、製品区分別のセグメントから構成され、「ウインチ」、

「コンベヤ」、「バランサ」及び「ロボット」の４つを報告セグメントとしております。 

 「ウインチ」は、多種多様な現場での荷揚げ作業を効率的に実現する製品・サービスを提供しております。「コ

ンベヤ」は、作業現場の土砂、廃棄物などを効率的に速やかに搬送する製品・サービスを提供しております。「バ

ランサ」は、生産、出荷、物流ラインでさまざまな形状・作業条件下で重量物の移載・搬送を省力化する製品・サ

ービスを提供しております。「ロボット」は、物流ラインで大量の搬送物のパレタイジング・ピッキング作業をス

ピーディーに処理する製品・サービスを提供しております。 

  

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３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）        （単位：千円） 

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。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。 

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 810,032  152,624  439,985  113,849  1,516,491  －  1,516,491

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  810,032  152,624  439,985  113,849  1,516,491  －  1,516,491

セグメント利益

又は損失（△） 
 80,926  △945  △31,002  △2,954  46,024  △117,188  △71,163

△117,188

△117,188
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