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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 9,219 △0.7 753 △10.6 1,092 △7.1 603 △15.9
25年3月期第2四半期 9,285 △8.5 841 5.8 1,176 0.7 717 △5.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,727百万円 （231.2％） 25年3月期第2四半期 521百万円 （11.3％）

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 23.11 ―
25年3月期第2四半期 27.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 32,606 25,446 77.7
25年3月期 30,464 24,040 78.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  25,329百万円 25年3月期  23,936百万円

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 ― 12.00 12.00
26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 10.00 
～12.00

10.00
～12.00

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 17,800 △3.8 1,250 △15.8 1,650 △19.8 1,050 △18.6 40.19



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「四半期連結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。 

(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
基づく四半期連結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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  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 28,998,691 株 25年3月期 28,998,691 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,875,328 株 25年3月期 2,875,218 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 26,123,423 株 25年3月期2Q 26,123,536 株
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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 

当第２四半期連結累計期間（以下「当第２四半期」という。）におけるわが国経済は、輸出環 

境の改善や金融対策の効果により、企業業績については輸出産業を中心として持ち直しの動き

が見られ、設備投資も増加傾向で推移いたしました。また、世界経済も中国をはじめ新興国の

経済成長の鈍化・欧州景気の低迷などあるものの、米国経済が堅調に推移したこともあり、緩

やかな回復が続きました。 

 

このような状況下、当社とその連結企業（以下「当社グループ」という。）の当第２四半期の 

売上高は、前年同四半期に比べほぼ同額の 92 億 19 百万円を計上しましたが、物流事業の業績

落込みが大きく、経常利益は前年同四半期比 7.1％減少の 10 億 92 百万円、四半期純利益は前年

同四半期比 15.9％減少の６億３百万円となりました。 

 

   セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当社グループの主要事業である鍛造事業は、鍛造品の主要マーケットである自動車産業にお 

いては、円安を背景として堅調に推移しましたが、全体として、海外生産の拡大による現地調

達の進展や当社主力の大型部品の引き合いは強くない状況が続きました。また、海外子会社の

市場であるタイ国については、自動車産業の停滞感が出てきました。建設機械産業においては、

資源価格の低迷により鉱山機械の生産は依然として低調に推移しましたが、国内の復興関連需

要ならびにインフラ投資の増加や米国経済の堅調により、建設機械需要は回復傾向にありまし

た。以上から、売上高は、前年同四半期に比べ２億 90 百万円増加の 73 億 60 百万円となりまし

た。 

仮設機材の販売・リースを行う建機事業は、建設業界での民間設備投資や不動産市況の低迷 

により建設工事の減少が引続き基調にありますが、首都圏でのマンション建設の復調や復興関

連需要などを背景として、仮設機材の受注は比較的堅調に推移し、売上高は、前年同四半期に

比べ 19 百万円増加の 13 億 28 百万円となりました。 

金属製パレットの製造販売を中心とした物流事業は、主要顧客である自動車会社における海 

外生産の進行ならびに中国や欧州での経済成長の鈍化や景気の低迷による生産調整の影響を受

け、売上高は、前年同四半期に比べ３億 82 百万円減少の４億 48 百万円となりました。 

不動産事業の売上高は、安定的に推移し、前年同四半期に比べ５百万円増加の 81 百万円とな 

りました。 

 

（２）財政状態に関する説明 
① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 10 億 13 百万円増加し、175 億 86 百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が４億 40 百万円、受取手形及び売掛金が４億 98 百万円増加した

ことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ 11 億 28 百万円増加し、150 億 20 百万円となりまし

た。これは、有形固定資産が４億 21 百万円増加、有価証券の時価上昇により投資その他の資

産が７億６百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ 21 億 41 百万円増加し、326 億６百万円とな

りました。 

 

    （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億 89 百万円増加し、62 億 24 百万円となりました。

これは、支払手形及び買掛金が２億 89 百万円、未払法人税等が２億 45 百万円増加したこと

などによります。 
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固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億 46 百万円増加し、９億 36 百万円となりました。

これは、前述の投資その他の資産が増加したことに伴い、繰延税金負債が２億 32 百万円増加

したことなどによります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 14 億５百万円増加し、254 億 46 百万円となりま

した。これは、利益剰余金が２億 90 百万円、その他有価証券評価差額金が４億 24 百万円、

為替換算調整勘定が６億 79 百万円増加したことなどによります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より４億 40 百万円増加

し、83 億 35 百万円となりました。 

各活動のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加額は、12 億 26 百万円となりました。これは、主に税金等調整

前四半期純利益９億 91 百万円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） 

投資活動による資金の減少額は、６億３百万円となりました。これは、主に有形固定資産

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） 

財務活動による資金の減少額は、４億円となりました。これは、主に配当金の支払による

ものであります。 

 
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社連結業績に占める海外収益等は、連結財務諸表の作成の為、円換算しております。従っ

て換算時の為替レートの変動が、比較的大きな要因として当社グループの業績及び財務状況に

影響を及ぼします。 

当年度の連結業績予想については、平成 25 年 5 月 15 日に公表した業績予想を変更しており

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 
   該当事項はありません。 
 
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  税金費用の計算 
   法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 
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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 7,895,080 8,335,551

受取手形及び売掛金 3,770,019 4,269,001

有価証券 253,967 204,023

製品 1,711,228 1,854,932

半製品 92,257 114,838

仕掛品 851,658 894,097

原材料及び貯蔵品 886,910 906,997

その他 1,112,536 1,007,855

貸倒引当金 △564 △634

流動資産合計 16,573,093 17,586,663

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,442,851 4,457,506

その他（純額） 5,383,630 5,790,532

有形固定資産合計 9,826,481 10,248,039

無形固定資産 18,928 18,928

投資その他の資産   

投資有価証券 3,044,159 3,752,130

その他 3,197,081 3,195,990

貸倒引当金 △2,195,044 △2,195,075

投資その他の資産合計 4,046,195 4,753,045

固定資産合計 13,891,606 15,020,013

資産合計 30,464,699 32,606,676
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,973,363 4,262,951

短期借入金 1,110,000 1,068,000

未払法人税等 97,017 342,396

賞与引当金 100,432 136,197

その他 453,762 414,640

流動負債合計 5,734,576 6,224,186

固定負債   

長期借入金 36,000 －

退職給付引当金 331,581 377,934

役員退職慰労引当金 94,745 98,948

その他 227,441 459,417

固定負債合計 689,768 936,300

負債合計 6,424,344 7,160,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,256,723 7,256,723

資本剰余金 6,872,872 6,872,872

利益剰余金 12,090,119 12,380,265

自己株式 △1,846,966 △1,847,011

株主資本合計 24,372,748 24,662,850

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 449,862 873,942

為替換算調整勘定 △886,331 △206,822

その他の包括利益累計額合計 △436,469 667,119

少数株主持分 104,075 116,220

純資産合計 24,040,354 25,446,190

負債純資産合計 30,464,699 32,606,676
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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 9,285,489 9,219,466

売上原価 7,930,460 7,952,276

売上総利益 1,355,029 1,267,190

販売費及び一般管理費   

従業員給料 104,378 121,348

運賃 136,755 114,264

その他 271,967 278,521

販売費及び一般管理費合計 513,101 514,134

営業利益 841,927 753,056

営業外収益   

受取利息 19,982 23,541

受取配当金 120,679 99,192

作業くず売却益 195,439 190,823

その他 67,750 73,317

営業外収益合計 403,852 386,874

営業外費用   

支払利息 25,711 4,845

退職給付費用 34,729 34,729

金型廃棄損 8,604 5,888

その他 159 1,911

営業外費用合計 69,205 47,373

経常利益 1,176,574 1,092,557

特別利益   

固定資産売却益 － 3,920

受取保険金 1,396 1,451

特別利益合計 1,396 5,372

特別損失   

固定資産処分損 65,186 106,058

その他 － 30

特別損失合計 65,186 106,089

税金等調整前四半期純利益 1,112,784 991,839

法人税、住民税及び事業税 384,843 379,689

法人税等調整額 1,934 1,471

法人税等合計 386,778 381,161

少数株主損益調整前四半期純利益 726,006 610,678

少数株主利益 8,473 7,050

四半期純利益 717,533 603,627
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(単位：千円)

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) 

少数株主利益 8,473 7,050

少数株主損益調整前四半期純利益 726,006 610,678

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △291,126 424,080

為替換算調整勘定 86,731 693,060

その他の包括利益合計 △204,394 1,117,141

四半期包括利益 521,612 1,727,819

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 511,470 1,707,217

少数株主に係る四半期包括利益 10,141 20,602
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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 1,112,784 991,839

減価償却費 365,615 427,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） △118 100

受取利息及び受取配当金 △140,661 △122,733

支払利息 25,711 4,845

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,316 35,764

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,788 46,353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,576 4,202

売上債権の増減額（△は増加） 849,243 △368,743

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,920

有形固定資産処分損益（△は益） 65,186 106,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,349 △168,361

仕入債務の増減額（△は減少） △1,203,385 150,153

その他 △161,879 160,065

小計 883,675 1,262,859

利息及び配当金の受取額 140,661 122,731

利息の支払額 △25,711 △4,845

法人税等の支払額 △643,897 △153,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,728 1,226,977

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △203,895 △204,023

有価証券の売却による収入 203,817 253,967

有形固定資産の取得による支出 △499,525 △616,920

有形固定資産の売却による収入 － 14,539

投資有価証券の取得による支出 － △51,500

その他 △4,828 424

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,431 △603,512

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △124,628 △78,000

配当金の支払額 △261,235 △313,481

少数株主への配当金の支払額 △3,751 △8,457

自己株式の取得による支出 － △44

その他 △981 △327

財務活動によるキャッシュ・フロー △390,596 △400,311

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,841 217,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △505,457 440,471

現金及び現金同等物の期首残高 10,256,689 7,895,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,751,231 8,335,551
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（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）

　　　該当事項はありません。
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　（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　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。
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　（セグメント情報）

Ⅰ　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）

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

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

セグメント利益

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の

　主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計

全社費用（注）

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益

（注）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。

Ⅱ　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）

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

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

セグメント利益

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の

　主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計

全社費用（注）

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益

（注）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。

（単位：千円）

鍛造事業

841,927

建機事業 物流事業 不動産事業 合計

利益 金額

1,003,827

△ 161,899

建機事業 物流事業

計

（単位：千円）

7,070,537 1,308,960 830,377 75,614 9,285,489

鍛造事業 不動産事業 合計

－ －

（単位：千円）

1,003,827

9,285,489

－ － －

7,070,537 1,308,960 830,377 75,614

625,351 231,302 106,583 40,590

9,219,466

－ － － － －

7,360,939 1,328,823 448,165 81,537

計 7,360,939 1,328,823 448,165 81,537 9,219,466

613,684 232,363 15,619 46,750 908,418

△ 155,361

753,056

（単位：千円）

利益 金額

908,418
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