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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 14,673 4.8 622 △35.6 625 △7.2 566 △7.5
25年3月期第2四半期 13,998 31.2 966 98.3 673 294.0 612 670.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 735百万円 （18.9％） 25年3月期第2四半期 618百万円 （829.2％）

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

26年3月期第2四半期 8.98 ―
25年3月期第2四半期 9.70 ―

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

26年3月期第2四半期 35,643 7,892 22.0 124.07
25年3月期 35,334 7,157 20.1 112.46
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  7,832百万円 25年3月期  7,100百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 32,920 13.1 1,960 △10.3 1,690 △27.8 1,420 △31.6 22.49



(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レビュー手続きは終了しました。 

※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。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 63,534,546 株 25年3月期 63,534,546 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 404,622 株 25年3月期 399,890 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 63,131,995 株 25年3月期2Q 63,151,896 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済対策や金融政策に対する期待感から円安や

株高が進行し、企業収益や個人消費に改善の動きが見られたものの、欧州経済の債務問題長期化や堅調

であった新興諸国の経済成長の鈍化等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような情勢の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、工作機械関連事業部

門、輸送機器関連事業部門共に増加し、14,673百万円（前年同期比4.8％増）となりました。損益につ

きましては、工作機械関連事業部門の利益の減少により、営業利益は622百万円（前年同期比35.6％

減）となり、経常利益は625百万円（前年同期比7.2％減）、四半期純利益は566百万円（前年同期比

7.5％減）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

工作機械関連事業部門におきましては、中国を始めとしたアジア地域への売上高が増加し、8,778百

万円（前年同期比5.9％増）となりましたが、売上案件ごとの利益率の変動による影響及び現法販売子

会社の不振により、セグメント利益（営業利益）は376百万円（前年同期比50.8％減）となりました。 

輸送機器関連事業部門におきましては、売上高は5,855百万円（前年同期比3.3％増）とほぼ同水準な

がら、内製化や原価低減に努めてまいりました結果、セグメント利益（営業利益）は220百万円（前年

同期比27.1％増）となりました。  

その他部門におきましては、不動産賃貸業により、売上高は39百万円（前年同期比0.0％）となり、

セグメント利益（営業利益）は29百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ308百万円増加し、35,643百万

円となりました。この主な要因は売上債権が2,347百万円減少したものの、現金及び預金が384百万円、

たな卸資産が694百万円、その他の流動資産が408百万円、固定資産が1,165百万円増加したことによる

ものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ426百万円減少し27,751百万円となりました。この主な要因は

固定負債が641百万円増加したものの、仕入債務が221百万円、未払法人税等が141百万円、その他の流

動負債が731百万円減少したことによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ734百万円増加し、7,892百万円となりました。増加の主な要

因は四半期純利益566百万円の計上及び為替換算調整勘定が159百万円増加したことによるものでありま

す。この結果、自己資本比率は22.0％となりました。  

  

平成25年８月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 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。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,423 2,807

受取手形及び売掛金 7,055 4,708

商品及び製品 3,653 4,230

仕掛品 5,791 5,588

原材料及び貯蔵品 743 1,064

その他 1,297 1,706

貸倒引当金 △9 △6

流動資産合計 20,956 20,099

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,387 7,387

その他（純額） 5,646 5,700

有形固定資産合計 13,033 13,088

無形固定資産   

その他 186 234

無形固定資産合計 186 234

投資その他の資産   

その他 1,244 2,306

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 1,158 2,220

固定資産合計 14,377 15,543

資産合計 35,334 35,643

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,500 6,278

短期借入金 5,957 5,978

未払法人税等 244 103

賞与引当金 365 370

資産除去債務 4 4

その他 2,738 2,006

流動負債合計 15,809 14,741

固定負債   

長期借入金 7,832 8,242

退職給付引当金 2,149 2,224

役員退職慰労引当金 55 46

資産除去債務 292 292

その他 2,036 2,203

固定負債合計 12,367 13,009

負債合計 28,177 27,751
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 1,230 1,230

利益剰余金 △2,063 △1,497

自己株式 △60 △60

株主資本合計 3,746 4,312

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14 20

土地再評価差額金 3,409 3,409

為替換算調整勘定 △70 88

その他の包括利益累計額合計 3,353 3,519

少数株主持分 56 59

純資産合計 7,157 7,892

負債純資産合計 35,334 35,643
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 13,998 14,673

売上原価 11,812 12,571

売上総利益 2,185 2,101

販売費及び一般管理費 1,219 1,479

営業利益 966 622

営業外収益   

受取利息 0 17

受取配当金 1 1

持分法による投資利益 3 0

為替差益 － 97

見積原価戻入益 16 －

その他 50 77

営業外収益合計 72 193

営業外費用   

支払利息 137 157

為替差損 190 －

その他 36 33

営業外費用合計 364 190

経常利益 673 625

特別利益   

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産廃棄損 4 0

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純利益 668 625

法人税、住民税及び事業税 57 95

法人税等調整額 △6 △30

法人税等合計 50 64

少数株主損益調整前四半期純利益 617 560

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △5

四半期純利益 612 566
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 617 560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 6

為替換算調整勘定 11 168

その他の包括利益合計 1 174

四半期包括利益 618 735

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 613 732

少数株主に係る四半期包括利益 5 2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 668 625

減価償却費 299 391

負ののれん償却額 △2 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △9

賞与引当金の増減額（△は減少） － 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △3

受取利息及び受取配当金 △1 △18

支払利息 137 157

為替差損益（△は益） 11 △5

持分法による投資損益（△は益） △3 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △1

有形固定資産廃棄損 4 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,344 1,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,653 △145

仕入債務の増減額（△は減少） △927 △719

その他 △33 △50

小計 890 2,190

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △141 △158

法人税等の支払額 △67 △272

営業活動によるキャッシュ・フロー 683 1,761

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 △502 △864

有形固定資産の売却による収入 12 1

無形固定資産の取得による支出 △4 －

関係会社出資金の払込による支出 △299 △221

関係会社長期貸付による支出 － △778

投資活動によるキャッシュ・フロー △794 △1,863

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 210 －

短期借入金の返済による支出 △73 －

長期借入れによる収入 1,590 1,800

長期借入金の返済による支出 △1,311 △1,369

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △6 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 408 413

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 291 384

現金及び現金同等物の期首残高 1,860 2,423

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

87 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,240 2,807
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当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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 

前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

（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、不動産賃貸事業であります。 

   ２ セグメント利益の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ３ セグメント利益は、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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

（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、不動産賃貸事業であります。 

   ２ セグメント利益の調整額△４百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ３ セグメント利益は、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。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  (単位：百万円)

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

工作機械 
関連事業

輸送機器 
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,292 5,666 13,959 39 13,998 ― 13,998

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

4 ― 4 ― 4 △4 ―

計 8,296 5,666 13,963 39 14,002 △4 13,998

セグメント利益 763 173 937 29 967 △0 966

  (単位：百万円)

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

工作機械 
関連事業

輸送機器 
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,778 5,855 14,633 39 14,673 ― 14,673

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

16 11 28 ― 28 △28 ―

計 8,794 5,867 14,662 39 14,701 △28 14,673

セグメント利益 376 220 596 29 626 △4 622
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