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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） 

 

(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3四半期 8,994 23.8 34 △92.3 1 △99.7 △131 ―
22年3月期第3四半期 7,265 △30.5 451 △15.0 399 △16.6 63 △70.0

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 △2.09 ―
22年3月期第3四半期 1.00 ―

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 13,552 6,702 48.4 104.53
22年3月期 12,385 6,958 55.2 108.51

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,559百万円 22年3月期  6,831百万円

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  
平成23年３月期の期末配当につきましては、現時点においては未定です。 

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 1.00 1.00
23年3月期 0.00 0.00 0.00
23年3月期 

（予想）
― ―

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 11,500 13.7 120 △79.7 100 △81.5 0 ― 0.00



(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きの対象外であり、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きは完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成23年３月期の期末配当につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経営環境の先行きが不透明であることから未定
とさせていただき、今後の業績等を勘案し、配当予想額の開示が可能となり次第速やかに開示いたします。 
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情報に基づいており、
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、四半期決算資料【添付資料】２ページ「連結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】P３「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3Q 64,741,955株 22年3月期  64,741,955株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,988,001株 22年3月期  1,780,958株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 62,797,246株 22年3月期3Q 63,266,076株
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当第３四半期におけるわが国経済は、国内経済対策の効果や中国を中心とした新興国向けの輸出などに

より景気は緩やかな回復傾向にあるものの、為替相場における円高基調での推移や欧米の景気回復の遅れ

もあり、不透明な状態にあります。設備投資は回復の方向にあるものの建設需要は低迷が続き、当社グル

ープをとりまく環境は、コンベヤ、立体駐車装置関連ともに需要は回復せず、非常に厳しい状況が続きま

した。 

このような環境下、当社グループは積極的に営業活動を展開しました結果、決定時期の遅れていた大型

コンベヤ案件や立駐の本体新設工事を受注でき、受注高は79億78百万円(前年同期比24.5％増)になりまし

た。コンベヤ設備や立駐本体の新設等の大型案件の引渡しがあり、立駐のメンテナンス事業も堅調に推移

し、売上高は89億94百万円(前年同期比23.8％増)となりました。損益面につきましては、厳しい市況価格

に対して、受注採算の改善、コスト低減、経費の圧縮など徹底した合理化を推進しましたが、営業利益は

34百万円(前年同期比92.3％減)となり、為替差損が当初見込額より増加したことにより経常利益は1百万

円(前年同四半期比99.7％減)に、四半期純損失は1億31百万円(前年同四半期純利益63百万円)となりまし

た。なお、ベトナムで設計の子会社が営業を開始し、技術体制の充実と競争力の強化に努めています。 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別経営成績の概況は以下のとおりであります。 

  

[コンベヤ関連] 

 コンベヤ関連では、海外および国内の大型製鉄関連や国内資源関連の案件、保守部品等を受注しました

結果、受注高は45億18百万円となりました。海外プラント向け設備等の納入により、売上高は47億64百万

円、営業利益は57百万円となりました。 

  

[立体駐車装置関連] 

 立体駐車装置関連では、立駐本体の新設や改造工事を受注しましたが、建設需要の低迷で引合案件の計

画遅れ等もあり、受注高は34億59百万円となりました。タワー式や平面往復式立駐本体の納入や、安定的

なメンテナンス事業が堅調に推移し、売上高は42億29百万円、営業利益は2億27百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して主に現金及び預金が15億63百万

円減少しましたが、受取手形及び売掛金が28億51百万円増加したこと等により11億66百万円増加の135億

22百万円となりました。負債は、前連結会計年度末と比較して主に未払法人税等が1億50百万円減少しま

したが、支払手形及び買掛金が5億5百万円、短期借入金が6億55百万円増加したこと等により14億22百万

円増加の68億49百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して主に四半期純損失の計上及

び配当金の支払い等により利益剰余金が1億94百万円、その他有価証券評価差額金が60百万円減少したこ

と等により、2億55百万円減少の67億2百万千円となりました。 

  

国内外の経済環境は回復基調も見られるものの、その足取りは緩慢であり、先行きの不透明感による設

備投資の低迷、円高基調による国際競争力の低下等、厳しい環境が継続すると予想されますが、それらの

要因による業績の変動は現時点では想定されないことから、平成22年11月12日発表の当期の業績予想に変

更はありません。 

1株当たりの期末の配当金につきましては、現時点においては景気や為替動向等経営環境の先行きが不

透明であることから、未定とさせていただき、今後の業績動向等を勘案し、配当予想額の開示が可能とな

り次第、速やかに開示いたします。 

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

(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。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、費用の算出に当たって加味する加減算項目及び税額控除項目を、重要なも

のに限定して計算しております。また、重要性の乏しい連結子会社については、税引前四半期期純利益

に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法を採用して

おります。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 

 これによる、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響額はありません。 

  

  

  

  

  

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 2,116,523 3,679,643

受取手形及び売掛金 5,539,380 2,687,811

有価証券 374,044 210,242

仕掛品 1,878,839 2,248,631

原材料及び貯蔵品 416,553 335,682

その他 259,853 438,352

貸倒引当金 △27,637 △12,754

流動資産合計 10,557,558 9,587,610

固定資産

有形固定資産 1,394,780 1,030,919

無形固定資産

のれん 308,122 352,140

その他 18,691 22,189

無形固定資産合計 326,814 374,329

投資その他の資産

投資有価証券 972,181 1,080,411

その他 450,007 478,018

貸倒引当金 △149,005 △165,392

投資その他の資産合計 1,273,182 1,393,037

固定資産合計 2,994,777 2,798,286

資産合計 13,552,336 12,385,897

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,197,388 1,692,130

短期借入金 1,185,000 530,000

未払法人税等 59,696 209,820

前受金 1,156,220 1,007,375

引当金 263,327 273,219

その他 299,134 284,071

流動負債合計 5,160,765 3,996,617

固定負債

長期借入金 430,000 565,000

退職給付引当金 566,038 527,019

その他 692,821 338,956

固定負債合計 1,688,859 1,430,976

負債合計 6,849,625 5,427,593
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,034 1,241,034

利益剰余金 1,372,586 1,566,720

自己株式 △166,201 △149,208

株主資本合計 6,298,451 6,509,578

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 198,598 259,132

土地再評価差額金 62,915 62,915

評価・換算差額等合計 261,514 322,047

少数株主持分 142,744 126,677

純資産合計 6,702,710 6,958,303

負債純資産合計 13,552,336 12,385,897
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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 7,265,238 8,994,198

売上原価 5,784,521 7,946,016

売上総利益 1,480,717 1,048,181

販売費及び一般管理費 1,029,072 1,013,528

営業利益 451,645 34,652

営業外収益

受取利息 2,496 2,457

受取配当金 15,092 21,636

有価証券売却益 29,978 9,026

受取保険金 － 18,722

その他 19,766 10,683

営業外収益合計 67,333 62,526

営業外費用

支払利息 29,602 36,225

有価証券売却損 10,285 2,752

為替差損 65,190 30,563

その他 14,858 26,566

営業外費用合計 119,937 96,108

経常利益 399,041 1,071

特別利益

固定資産売却益 221 －

貸倒引当金戻入額 － 725

前期損益修正益 11,983 －

特別利益合計 12,204 725

特別損失

固定資産処分損 3,654 354

施設利用権評価損 － 300

事務所移転費用 11,165 －

特別損失合計 14,820 654

税金等調整前四半期純利益 396,426 1,142

法人税等 282,477 112,763

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △111,621

少数株主利益 50,899 19,567

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,048 △131,189
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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 396,426 1,142

減価償却費 37,186 55,479

のれん償却額 44,017 44,017

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,923 15,945

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △56,664 18,078

工事損失引当金の増減額（△は減少） △27,400 57,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,480 △85,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,202 39,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,009 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

有価証券売却損益（△は益） △19,693 △6,274

投資有価証券評価損益（△は益） 3,280 9,790

受取利息及び受取配当金 △17,588 △24,093

支払利息 29,602 36,225

為替差損益（△は益） 55,834 11,010

たな卸資産評価損 15,705 20,357

売上債権の増減額（△は増加） △76,228 △2,849,897

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,845 268,563

仕入債務の増減額（△は減少） △837,332 505,257

前受金の増減額（△は減少） 172,151 148,844

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,951 7,393

その他 △56,870 104,820

小計 △532,734 △1,622,288

利息及び配当金の受取額 17,588 24,093

利息の支払額 △31,320 △37,341

法人税等の支払額 △375,700 △238,277

営業活動によるキャッシュ・フロー △922,165 △1,873,813

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 △51,097 △45,009

定期預金の払戻による収入 59,112 26,850

有形固定資産の取得による支出 △48,602 △10,757

無形固定資産の取得による支出 △3,102 △2,434

有価証券の取得による支出 － △49,535

投資有価証券の取得による支出 △835,671 △336,651

投資有価証券の売却による収入 876,582 388,127

関係会社出資金の払込による支出 － △9,407

貸付けによる支出 △4,910 △1,650

貸付金の回収による収入 4,851 5,920

その他 △5,353 30,932

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,190 △3,614
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,700,000 4,150,000

短期借入金の返済による支出 △2,350,000 △3,500,000

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △112,500 △130,000

自己株式の取得による支出 △1,459 △17,071

自己株式の売却による収入 481 94

配当金の支払額 △92,563 △62,164

少数株主への配当金の支払額 － △3,500

リース債務の返済による支出 △4,366 △15,930

財務活動によるキャッシュ・フロー 739,592 421,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55,834 △11,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,598 △1,467,011

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,325 3,746,227

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,335,726 2,279,216
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該当事項なし 

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法は、商品の種類等により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 (1) コンベヤ事業 ……………ベルトコンベヤ及び附帯機器 

 (2) 立体駐車装置事業 ………機械式立体駐車装置及び附帯機器 

３ 「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間から適用して

おります。 

この結果、コンベヤ事業の売上高が33,259千円、営業利益が5,171千円増加しております。 

  

在外子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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 

 (1) アフリカ………… アルジェリア 

 (2) 東南アジア……… 台湾 

 (3) その他の地域…… バーレーン 

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。 

  

(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】

コンベヤ事業 
(千円)

立体駐車装置
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

2,374,447 4,890,791 7,265,238 ― 7,265,238

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

615,991 ― 615,991 （615,991) ―

計 2,990,438 4,890,791 7,881,230 (615,991) 7,265,238

営業利益 73,028 633,936 706,965 (255,319) 451,645

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アフリカ 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 216,078 358,296 279,634 854,008

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 7,265,238

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

3.0 4.9 3.8 11.7
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(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。 

当社はコンベヤ事業、主要な子会社エヌエイチパーキングシステムズ株式会社が立体駐車装置事業を扱

っており、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

おります。 

従って、当社グループはグループ会社を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「コンベヤ関連」及び「立体駐車装置関連」の２つを報告セグメントとしております。 

「コンベヤ関連」は、ベルトコンベヤ及び附帯機器の製作、据付、販売をしております。「立体駐車装

置関連」は、立体駐車装置の製作、据付、販売、保守、点検をしております。 

  

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(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント利益又は損失の調整額△250,264千円は、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、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益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 

記載すべき重要なものはありません。 

  

該当事項なし 

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,764,229 4,229,969 8,994,198 ― 8,994,198 ― 8,994,198

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

764,217 ― 764,217 ― 764,217 △764,217 ―

計 5,528,446 4,229,969 9,758,415 ― 9,758,415 △764,217 8,994,198

セグメント利益 57,306 227,611 284,917 ― 284,917 △250,264 34,652

(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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