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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 1,966 29.7 89 ― 71 ― 75 ―
23年3月期第3四半期 1,516 0.9 △71 ― △81 ― △79 ―

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3四半期 9.06 ―
23年3月期第3四半期 △9.65 ―

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

24年3月期第3四半期 3,013 609 20.2 73.60
23年3月期 2,890 536 18.6 64.74
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  609百万円 23年3月期  536百万円

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  ：  有   

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 2,589 22.1 92 ― 67 ― 68 ― 8.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3Q 8,353,645 株 23年3月期 8,353,645 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 66,885 株 23年3月期 65,693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,287,430 株 23年3月期3Q 8,290,798 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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については、添付資料
Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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、期前半においては東日本大震災により寸断されたサプライチェーン

の復旧とともに緩やかな回復過程を辿りましたが、秋口以降、欧州財政不安や金融市場の動揺を背景とした海外景気

の減速や超円高の定着などの景気下振れリスクが顕在化し、景気は踊り場の様相を呈し先行き不透明感が強まりまし

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レンタル業界が抑制していたレンタル商

品の買い替え投資を実施するなど明るい面もありますが、建設業界は先行き東日本大震災の復旧・復興工事の増加に

より明るさが見えるものの、足元は依然低調であります。また、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円高に伴い海外生産へのシフトが加速しており、国内設備投資の回復の動きは

鈍く、厳しい受注環境が続きました。 

このような情勢の中、当社はこれまで先行投資をしてきたバランサの新製品の市場投入による新規顧客の獲得や日

系企業の海外生産シフトに対応して中国をはじめとする東南アジア市場向けの販売ルートの開拓、ＬＮＧ関連などグ

ループ企業連携による受注活動の推進などの諸施策に取り組んで参りました。また、資材調達コストが上昇傾向にあ

る中、一層の諸経費節減により損益分岐点売上高の引き下げ、収益性の向上に努めた結果、売上総利益率は前年同期

比4.7ポイント改善し24.2％を確保することができました。 

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,966百万円（前年同期比29.7％増）、営業利益89百万

円（前年同期は71百万円の損失）、経常利益71百万円（前年同期は81百万円の損失）、四半期純利益75百万円（前年

同期は79百万円の損失）となりました。 

  

当第３四半期累計期間の各セグメント別の業績動向は、次のとおりであります。 

（ウインチ） 

レンタル業界は長らく設備投資を控えておりましたが、今期は従来の循環的な買い替え需要に対応した設備投資

の動きが見られ、レンタル業界向けにベビーホイスト、マイティプラーや高所作業用の墜落防止装置であるキーパ

ー等が伸長しました。加えて、東日本大震災の復旧工事に伴いキーパーや瓦・屋根材荷揚げ用の荷揚機が増加し、

また、太陽光発電用パネル施工向けの荷揚機「パネルボーイ」も引き続き堅調に推移した結果、売上高1,249百万

円（前年同期比54.2％増）、セグメント利益208百万円（前年同期比157.2％増）となりました。 

（コンベヤ） 

倉庫内の物流用のコンベヤなど汎用品は堅調でしたが、自転車駐輪場向け「サイクルベヤ」は秋口から端境期に

当たり低調に推移した結果、売上高148百万円（前年同期比3.0％減）、セグメント利益14百万円（前年同期は0百

万円の損失）となりました。 

（バランサ） 

超円高の定着、欧州の景気減速などにより国内設備投資意欲は減退しており、海外への工場移転が加速し国内産

業の空洞化の動きが顕著となっております。加えて、東日本大震災の影響により関東以北の受注引き合いは引き続

き低調に推移しており、当第３四半期会計期間においては、売上高は前年同期比14.4％の減少に転じました。しか

しながら、当第３四半期累計期間では、西日本を中心に太陽光関連や燃料電池など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、売上高477百万円（前年同期比8.6％増）、セグメント利益11百万円

（前年同期は31百万円の損失）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、引き続き新規投資案件の引き合いは乏しく、改造やメンテナンスサービス中

心の売上で推移した結果、売上高91百万円（前年同期比19.5％減）、セグメント損失13百万円（前年同期は2百万

円の損失）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

（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3,013百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、流動資産が現金及び預金の減少87百万円、受取手形及び売掛金の増加145百万円、原材料及

び貯蔵品の増加79百万円等により2,075百万円となり、前事業年度末に比べ138百万円増加したことと、固定資産が

減価償却等により938百万円となり、前事業年度末に比べ14百万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2,403百万円となり、前事業年度末に比べ50百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が支払手形及び買掛金の増加193百万円等により1,857百万円となり、前事業年度末

に比べ172百万円増加したことと、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により546百万円となり、前事業年

度末に比べ122百万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609百万円となり、前事業年度末に比べ73百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が75百万円増加したことによるものであります。 

   

(3) 業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向を踏まえ、平成23年11月10日付「平成24年3月期 第２四半期決算短信（非連結）」において公表

いたしました平成24年３月期通期の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

（修正の理由）  

第４四半期会計期間の国内経済は、海外景気の減速と超円高の長期化により、復旧・復興需要の期待はあるも

のの、総じて厳しい状況で推移するものと思われます。当社にとりましても、好調であった荷揚機に減速の兆しが

見えていること、また、バランサの足元の受注が低調に推移していること等より、増加基調にあった当期の四半期

売上高は、第４四半期会計期間において減少に転じる見込みであります。損益面でも、第４四半期会計期間は、限

界利益率の高いバランサの売上高が予想より落ち込むことより若干の経常赤字を想定しております。その結果、通

期の業績予想につきましては、第３四半期累計期間の実績を踏まえ、上記に修正するものです。 

   

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 

  

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当り 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

 2,521

百万円

 87

百万円

 60

百万円

 54

円 銭

 6.51

今回発表予想（Ｂ）  2,589  92  67  68  8.21

増減額（Ｂ－Ａ）  68  5  7  14  －

増減率（％）  2.7  5.7  11.7  25.9  －

（ご参考）前期実績 

（平成23年3月期）  
 2,120  △68  △83  △77  △9.38

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 619,515 531,702

受取手形及び売掛金 741,883 887,373

商品及び製品 81,540 66,934

仕掛品 46,414 60,576

原材料及び貯蔵品 427,477 506,705

その他 21,032 23,080

貸倒引当金 △1,085 △1,291

流動資産合計 1,936,777 2,075,081

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 135,028 128,729

土地 723,755 723,755

その他（純額） 26,352 26,218

有形固定資産合計 885,137 878,704

無形固定資産 9,287 7,295

投資その他の資産   

投資有価証券 20,681 17,711

破産更生債権等 25,590 25,578

その他 38,209 34,949

貸倒引当金 △25,612 △25,594

投資その他の資産合計 58,869 52,644

固定資産合計 953,295 938,643

資産合計 2,890,072 3,013,724
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 430,639 624,143

短期借入金 1,050,000 928,000

関係会社短期借入金 1,703 1,395

1年内返済予定の長期借入金 6,250 78,500

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 8,529 6,387

その他 68,033 99,026

流動負債合計 1,685,155 1,857,453

固定負債   

長期借入金 293,750 263,500

関係会社長期借入金 167,500 77,500

退職給付引当金 201,880 198,151

資産除去債務 2,360 2,360

その他 2,894 4,867

固定負債合計 668,384 546,378

負債合計 2,353,540 2,403,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △356,158 △281,087

自己株式 △8,471 △8,570

株主資本合計 532,868 607,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,664 2,052

評価・換算差額等合計 3,664 2,052

純資産合計 536,532 609,892

負債純資産合計 2,890,072 3,013,724
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,516,491 1,966,440

売上原価 1,220,426 1,491,443

売上総利益 296,064 474,996

販売費及び一般管理費 367,228 385,819

営業利益又は営業損失（△） △71,163 89,177

営業外収益   

受取利息 103 91

受取配当金 513 240

受取賃貸料 4,114 3,991

保険配当金 4,382 3,429

その他 2,966 1,443

営業外収益合計 12,080 9,196

営業外費用   

支払利息 18,441 22,190

その他 3,820 4,355

営業外費用合計 22,262 26,545

経常利益又は経常損失（△） △81,345 71,827

特別利益   

投資有価証券売却益 － 792

受取保険金 12,260 －

技術供与収入 － 7,500

特別利益合計 12,260 8,292

特別損失   

固定資産除却損 125 5

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 5,815 5

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △74,901 80,114

法人税、住民税及び事業税 5,070 5,043

法人税等合計 5,070 5,043

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,972 75,070
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該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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） 

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

千円であります。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。   

  

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  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であります。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  

該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。  

   

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

  （単位：千円）

  
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

  （単位：千円）

  
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 
 1,249,027  148,016  477,785  91,611  1,966,440  －  1,966,440

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  1,249,027  148,016  477,785  91,611  1,966,440  －  1,966,440

セグメント利益

又は損失（△） 
 208,140  14,061  11,507  △13,900  219,809  △130,632  89,177

△130,632

△130,632

(5) 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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