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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 11,864 △7.4 42 ― 201 △42.1 5 △97.7

20年3月期第2四半期 12,808 6.0 △9 ― 348 △20.7 225 4.6

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

21年3月期第2四半期 0.12 ―

20年3月期第2四半期 5.38 ―

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

21年3月期第2四半期 34,206 24,324 71.1 579.07
20年3月期 34,033 24,570 72.2 585.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  24,313百万円 20年3月期  24,570百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 26,200 △2.8 140 △26.3 370 △32.2 50 △90.3 1.19

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4． その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1. 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仮定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、及び上記業績予想の具体
的修正内容は、２ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  42,197,397株 20年3月期  42,197,397株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  210,453株 20年3月期  206,302株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  41,989,428株 20年3月期第2四半期  41,999,919株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,924 4,410

受取手形及び売掛金 9,260 10,453

有価証券 9 138

製品 972 620

原材料 699 449

仕掛品 2,220 1,710

貯蔵品 63 66

繰延税金資産 184 190

その他 777 754

貸倒引当金 △34 △41

流動資産合計 19,078 18,752

固定資産   

有形固定資産 3,796 3,633

無形固定資産   

のれん 197 165

その他 192 256

無形固定資産合計 390 421

投資その他の資産   

投資有価証券 6,608 7,451

出資金 1,104 1,007

長期貸付金 15 16

繰延税金資産 1,630 1,549

その他 1,765 1,380

貸倒引当金 △183 △178

投資その他の資産合計 10,941 11,226

固定資産合計 15,127 15,281

資産合計 34,206 34,033



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,452 2,621

短期借入金 1,677 1,588

未払法人税等 138 154

未払金 1,686 1,695

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 279 276

役員賞与引当金 2 4

受注損失引当金 10 3

その他 975 389

流動負債合計 7,222 6,733

固定負債   

長期借入金 143 188

繰延税金負債 0 9

退職給付引当金 2,078 2,034

役員退職慰労引当金 286 328

その他 150 169

固定負債合計 2,659 2,729

負債合計 9,881 9,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,197 9,197

資本剰余金 7,808 7,808

利益剰余金 6,943 7,063

自己株式 △62 △61

株主資本合計 23,886 24,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 192 372

為替換算調整勘定 233 190

評価・換算差額等合計 426 562

少数株主持分 11 －

純資産合計 24,324 24,570

負債純資産合計 34,206 34,033



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 11,864 

売上原価 8,991 

売上総利益 2,872 

販売費及び一般管理費 2,830 

営業利益 42 

営業外収益  

受取利息 49 

受取配当金 49 

持分法による投資利益 89 

その他 64 

営業外収益合計 252 

営業外費用  

支払利息 23 

固定資産処分損 1 

為替差損 57 

その他 10 

営業外費用合計 92 

経常利益 201 

特別利益  

投資有価証券売却益 9 

特別利益合計 9 

特別損失  

投資有価証券売却損 23 

投資有価証券評価損 37 

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 4 

貸倒引当金繰入額 15 

役員退職慰労金 18 

ゴルフ会員権売却損 0 

特別損失合計 99 

税金等調整前四半期純利益 111 

法人税等 123 

少数株主利益 △16 

四半期純利益 5 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 111

減価償却費 241

のれん償却額 17

持分法による投資損益（△は益） △89

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41

受取利息及び受取配当金 △98

支払利息 23

為替差損益（△は益） 52

有価証券売却損益（△は益） 0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 51

売上債権の増減額（△は増加） 1,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,060

仕入債務の増減額（△は減少） △64

その他 425

小計 914

利息及び配当金の受取額 101

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △76

営業活動によるキャッシュ・フロー 916

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 △348

定期預金の払戻による収入 497

有価証券の売却による収入 130

投資有価証券の取得による支出 △95

投資有価証券の売却による収入 584

有形及び無形固定資産の取得による支出 △417

貸付金の回収による収入 2

関係会社株式の取得による支出 △126

その他 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 194

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） 98

長期借入金の返済による支出 △148

自己株式の取得による支出 △1

少数株主からの払込みによる収入 26

配当金の支払額 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー △150

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 962

現金及び現金同等物の期首残高 3,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,749







（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益（損失：△）　 324

　減価償却費 263

　のれん償却額 12

持分法による投資損益（利益：△） △169

退職給付・役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

△57

有価証券売却・評価損益（益：△） 2

売上債権の増減額（増加：△） 1,228

たな卸資産の増減額（増加：△）   △834

仕入債務の増減額（減少：△）   94

　その他 △122

小計 742

利息及び配当金の受取額 94

　利息の支払額 △14

　法人税等の支払額 △238

営業活動によるキャッシュ・フロー 583

Ⅱ　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 △252

定期預金の払戻による収入 177

有価証券の売却による収入 209

投資有価証券の取得による支出 △203

投資有価証券の売却による収入 100

有形・無形固定資産の取得による支出 △192

その他 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △93

Ⅲ　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 90

長期借入金の返済による支出 △86

配当金の支払額 △126

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △124

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 37

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 402

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,325

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 4,728



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

建設機械関連
事業（百万
円）

環境及び産業
機械他関連事
業（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万
円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,718 3,090 12,808 － 12,808

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 9,718 3,090 12,808 － 12,808

営業利益 285 108 393 (403) △9

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。なお、メンテナンスサービスについては該当

する製品の事業区分に含めております。

２．各事業の主な製品

(1）建設機械関連事業……アスファルトプラント・リサイクルプラント・コンクリートプラント・コンクリー

トポンプ

(2）環境及び産業機械他関連事業……環境及び再資源化プラント・各種コンベヤシステム・仮設機材

小型コンクリートミキサ・ショベル・スコップ・水門等

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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