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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 10,945 5.9 40 ― 35 ― △9 ―

23年3月期第2四半期 10,330 7.9 △308 ― △288 ― △322 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △397百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △351百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △0.61 ―

23年3月期第2四半期 △20.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,980 3,898 20.5
23年3月期 20,319 4,296 21.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,898百万円 23年3月期  4,296百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 23,500 2.1 290 66.5 260 32.2 200 108.6 12.45



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ますが、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) ３ページ 「１．(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 16,100,000 株 23年3月期 16,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34,721 株 23年3月期 34,721 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,065,279 株 23年3月期2Q 16,066,389 株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの復旧とともに、生
産活動の回復や輸出に持ち直しの動きがみられたものの、世界経済の減速や欧州財政危機の深刻化、長引く円高な
どにより本格的な景気回復基調には至らず、先行きについても依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの主要顧客である建設業界は、住宅着工件数、民間設備投資は緩やかに増加基調を維持したもの
の、東日本大震災および原子力発電所事故の影響により、電力供給の制約、建設資材価格など建設コストが上昇し
たことから、依然として厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは中期３ヶ年経営計画の二年目である当第２四半期連結累計期間にお

いて、更なる利益体質改善を図るため「全ての事業、業務の効率化」、積極的な営業活動による「マーケットシェ
アの向上」に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比5.9％増
加の10,945百万円余、損益につきましては、連結営業利益40百万円余(前年同期は損失308百万円余)、連結経常利益
35百万円余(前年同期は損失288百万円余)、連結四半期純損失９百万円余(前年同期は損失322百万円余)となりまし

た。
なお、当第２四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。

建設機械関連事業
建設機械関連事業の売上高は、前年同期比2.0％増加の7,026百万円余となりました。

建設機械関連商品は、建設機械の新車需要が伸長したものの中古車が減少したことから、前年同期比0.6％増加の
3,265百万円余となり、建設機械関連レンタルは、環境、鉄道、林業分野等のレンタルが増加したことから、前年同
期比7.0％増加の1,461百万円余、建設機械関連サービスは前年同期比0.9％増加の2,298百万円余と前年同期並みと
なりました。
産業・鉄構機械等関連事業
産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比16.8％増加の3,132百万円余となりました。
産業機械関連製品は、前期に落ち込んだ主力自社商品である「かにクレーン」の販売が前年同期比84.6％と大幅

に伸長したものの、東日本大震災の影響からレンタル業界の投資が建設機械系中心に抑制となったことから「クロ
ーラクレーン」が、前年同期比59.1％減少となり、全体では前年同期比4.3％増加の1,088百万円余となりました。
また、産業機械関連商品は前年同期比17.9％減少の212百万円余となりました。

鉄構機械関連製品においては、ＩＴ業界が引き続き堅調にあり、ＩＴ関連製造装置の売上が大幅に増加したこと
から、前年同期比71.0％増加の1,406百万円余となりました。また、産業機械関連その他売上は、前年同期比23.6％
減少の425百万円余となりました。
その他
その他の事業の売上高は、前年同期比3.8％増加の785百万円余となりました。

(資産、負債及び純資産の状況)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ597百万円余減少し9,123百万円余と
なりました。これは主に、たな卸資産が478百万円余増加したものの、現金及び預金が284百万円余、受取手形及び
売掛金が696百万円余減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ741百万円余減少し9,857百万円余となりました。これは主に、株価が下落
したことにより投資有価証券が減少したことによるものであります。
これにより、総資産は、前連結会計年度末に比べ1,339百万円余減少し18,980百万円余となりました。
当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ660百万円余減少し11,569百万円余と

なりました。これは主に、買掛金が減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ281百万円余減少し3,512百万円余となりました。これは主に、繰延税金負

債の減少によるものであります。
これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ941百万円余減少し15,081百万円余となりました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ397百万円余減少し3,898百万円余
となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。
この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は20.5％(前連結会計年度末は21.1％)となりました。

１．当四半期決算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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(キャッシュ・フローの状況)

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて284百万円余減少し742百
万円余となりました。
(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の営業活動によるキャッシュ・フローは、74百万円余(前年同期は1,114百万円余)とな
りました。これは主に、仕入債務の減少830百万円余(前年同期は129百万円余の減少)及びたな卸資産の増加479百万
円余(前年同期は127百万円余の減少)があったものの、売上債権の減少696百万円余(前年同期は713百万円余の減少)
及び減価償却費690百万円余(前年同期は721百万円余)の計上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の投資活動によるキャッシュ・フローは、△117百万円余(前年同期は△293百万円余)

となりました。これは主に、貸与資産等有形固定資産の取得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の財務活動によるキャッシュ・フローは、△241百万円余(前年同期は△992百万円余)
となりました。これは、設備関係割賦債務、ファイナンス・リース債務及び借入金の返済によるものであります。

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年８月８日に公表いたしました業績予想から変更

はありません。

なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 1,047,066 762,431
受取手形及び売掛金 5,741,156 5,044,967
たな卸資産 2,361,703 2,840,122
未収入金 619,679 500,645
その他 52,630 71,983
貸倒引当金 △101,164 △96,944

流動資産合計 9,721,072 9,123,206
固定資産

有形固定資産
貸与資産 7,996,004 8,451,035

減価償却累計額 △5,501,069 △5,889,805

貸与資産（純額） 2,494,935 2,561,230
建物及び構築物 7,671,742 7,670,910

減価償却累計額 △5,283,271 △5,369,366

建物及び構築物（純額） 2,388,471 2,301,544
機械装置及び運搬具 1,904,830 1,917,208

減価償却累計額 △1,599,017 △1,609,980

機械装置及び運搬具（純額） 305,812 307,228
土地 2,759,233 2,757,940
リース資産 720,397 743,223

減価償却累計額 △353,283 △420,959

リース資産（純額） 367,114 322,263
その他 628,670 622,911

減価償却累計額 △574,288 △574,529

その他（純額） 54,382 48,382

有形固定資産合計 8,369,951 8,298,589
無形固定資産

借地権 41,148 41,148
ソフトウエア 65,361 52,191
その他 341 327

無形固定資産合計 106,851 93,667
投資その他の資産

投資有価証券 1,907,848 1,267,000
その他 336,790 323,111
貸倒引当金 △122,869 △125,031

投資その他の資産合計 2,121,768 1,465,079

固定資産合計 10,598,571 9,857,337

資産合計 20,319,643 18,980,543
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部
流動負債

買掛金 4,390,504 3,793,414
短期借入金 6,771,152 6,698,000
リース債務 137,115 136,814
未払法人税等 50,072 28,915
賞与引当金 189,528 249,760
災害損失引当金 60,938 15,238
その他 630,338 646,996

流動負債合計 12,229,649 11,569,141
固定負債

リース債務 274,727 231,244
繰延税金負債 499,054 236,161
退職給付引当金 2,545,425 2,520,349
その他 474,625 525,007

固定負債合計 3,793,832 3,512,762

負債合計 16,023,482 15,081,903
純資産の部

株主資本
資本金 3,160,000 3,160,000
資本剰余金 100,000 100,000
利益剰余金 314,339 304,518
自己株式 △10,912 △10,912

株主資本合計 3,563,427 3,553,605
その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 732,733 345,034

その他の包括利益累計額合計 732,733 345,034

純資産合計 4,296,161 3,898,639

負債純資産合計 20,319,643 18,980,543
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 10,330,763 10,945,123
売上原価 8,734,677 8,999,314

売上総利益 1,596,085 1,945,809
販売費及び一般管理費 1,904,217 1,904,847

営業利益又は営業損失（△） △308,132 40,961
営業外収益

受取利息 3,128 1,541
受取配当金 9,873 17,927
助成金収入 36,199 3,298
不動産賃貸料 3,801 4,539
その他 22,992 15,646

営業外収益合計 75,995 42,953
営業外費用

支払利息 40,874 37,707
手形売却損 8,849 9,627
その他 6,292 1,405

営業外費用合計 56,016 48,740

経常利益又は経常損失（△） △288,153 35,174
特別損失

固定資産除却損 3,448 3,277
減損損失 1,272 1,293
災害による損失 － 20,316
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,201 －

特別損失合計 10,922 24,888
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△） △299,076 10,286

法人税、住民税及び事業税 20,805 20,197
法人税等調整額 2,458 △89

法人税等合計 23,264 20,108

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △322,340 △9,821

四半期純損失（△） △322,340 △9,821
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △322,340 △9,821
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △29,018 △387,699

その他の包括利益合計 △29,018 △387,699

四半期包括利益 △351,358 △397,521
（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △351,358 △397,521
少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） △299,076 10,286

減価償却費 721,068 690,254
減損損失 1,272 1,293
貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,138 △2,058
賞与引当金の増減額（△は減少） △8,440 60,232
退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,928 △25,075
災害損失引当金の増減額（△は減少） － △45,699
受取利息及び受取配当金 △13,001 △19,468
支払利息 40,874 37,707
有形固定資産除却損 3,448 3,277
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,201 －
売上債権の増減額（△は増加） 713,633 696,188
たな卸資産の増減額（△は増加） 127,304 △479,662
未収入金の増減額（△は増加） 74,738 86,884
仕入債務の増減額（△は減少） △129,642 △830,447
未払費用の増減額（△は減少） △6,261 7,164
前受金の増減額（△は減少） △8,227 △15,189
未払消費税等の増減額（△は減少） △22,603 △52,198
その他 △69,612 7,953

小計 1,153,887 131,442
利息及び配当金の受取額 12,993 19,464
利息の支払額 △41,503 △37,684
法人税等の支払額 △11,018 △39,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,114,359 74,010
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 △293,012 △136,664
無形固定資産の取得による支出 △1,827 △2,326
投資有価証券の取得による支出 △11,910 △9,911
投資有価証券の売却による収入 － 32,150
貸付けによる支出 △8,126 △3,988
貸付金の回収による収入 54,482 8,823
その他 △32,864 △5,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △293,257 △117,401
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） △742,709 17,027
長期借入金の返済による支出 △140,180 △90,180
自己株式の純増減額（△は増加） △59 －
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67,525 △69,588
設備関係割賦債務の返済による支出 △41,627 △98,501
配当金の支払額 △12 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △992,113 △241,243
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,012 △284,634

現金及び現金同等物の期首残高 866,130 1,027,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 695,118 742,431
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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)

１．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

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン
ダー製造・販売、介護用品レンタル・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△279,435千円には、連結消去に伴う調整額10,310千円、各報告セグ
メントに配分していない全社費用△289,745千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及び試験研究費であります。
３ 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損失と調整を行っております。

２．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

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 6,890,979 2,682,398 9,573,377 757,385 10,330,763 ― 10,330,763

セグメント間の内部
売上高又は振替高 40,944 90,119 131,064 89,683 220,748 △220,748 ―

計 6,931,923 2,772,518 9,704,442 847,069 10,551,511 △220,748 10,330,763

セグメント利益又は損
失（△） 35,390 △92,529 △57,138 28,440 △28,697 △279,435 △308,132

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械
関連事業

産業・鉄構機械
等関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― 1,272 1,272
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)

１．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

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン
ダー製造・販売、介護用品レンタル・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△259,630千円には、連結消去に伴う調整額12,662千円、各報告セグ
メントに配分していない全社費用△272,292千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及び試験研究費であります。
３ 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。

２．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

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)

該当事項はありません。

(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

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,026,375 3,132,832 10,159,208 785,914 10,945,123 ― 10,945,123

セグメント間の内部
売上高又は振替高 37,871 100,986 138,858 136,779 275,638 △275,638 ―

計 7,064,247 3,233,819 10,298,067 922,694 11,220,761 △275,638 10,945,123

セグメント利益又は損
失（△） 175,625 129,418 305,043 △4,451 300,592 △259,630 40,961

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械
関連事業

産業・鉄構機械
等関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― 1,293 1,293

（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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