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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5月31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2月期第1四半期 11,659 2.0 270 △40.6 1,287 130.3 973 94.6
25年2月期第1四半期 11,434 30.4 456 ― 559 201.4 500 ―

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 1,557百万円 （54.6％） 25年2月期第1四半期 1,007百万円 （355.6％）

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

26年2月期第1四半期 59.58 ―

25年2月期第1四半期 30.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 49,631 31,981 64.4
25年2月期 51,051 30,554 59.9

（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  31,981百万円 25年2月期  30,554百万円

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2月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

26年2月期 ―

26年2月期（予想） 0.00 ― 13.00 13.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 25,100 6.8 1,210 △5.8 1,590 30.0 1,360 30.5 83.27
通期 46,800 13.6 2,620 86.4 3,000 3.3 2,130 △35.9 130.42



(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 

（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
詳細は［添付資料］３ページ「２．（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照下さい。 

(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、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。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ 「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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2月期1Q 16,333,000 株 25年2月期 16,333,000 株

② 期末自己株式数 26年2月期1Q 1,135 株 25年2月期 1,135 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 16,331,865 株 25年2月期1Q 16,331,865 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの主力市場である米国及び欧州の当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月

31日まで）の経済は、米国におきましては、住宅価格が安定的な上昇を示すようになったことと住宅在庫の過剰感

が薄れてきたことにより、住宅市場は全般的に回復傾向で推移しました。景気も、個人消費の加速と在庫投資のプ

ラス転化などにより総じて堅調に推移いたしました。欧州におきましては、債務問題の長期化により先行きに対す

る不透明感が高まる中、個人消費や設備投資が引き続き低調に推移し、景気低迷の状況は依然継続しております。

このような環境の中で当社グループは、米国におきましてはミニショベル、油圧ショベル及びクローラーローダ

ーの当第１四半期連結累計期間の販売台数は、需要が増加したことにより前年同期と比較して増加しました。一方

欧州におきましては、ミニショベル及び油圧ショベルの当第１四半期連結累計期間の販売台数は、需要が減少した

ことにより前年同期と比較して減少しました。 

この結果、当第１四半期連結期間の販売台数はほぼ横ばいとなり、売上高は116億５千９百万円（前年同期比

2.0％増加）になりました。 

利益面につきましては、米国において第２四半期以降の販売促進を図るために値引を行うことに伴い値引の引き

当て計上を行ったこと及び未実現利益の計上により、営業利益は２億７千万円（前年同期比40.6％減少)となりま

した。経常利益は、為替差益が９億４千９百万円（前年同期は、１千万円の為替差益）発生したことなどにより、

12億８千７百万（前年同期比130.3％増加）となりました。四半期純利益は、税金費用を３億２千４百万円計上し

たことにより、９億７千３百万円（前年同期比94.6％増加）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

① 日本 

日本では、欧州向けミニショベル及び油圧ショベルの販売台数が減少したことにより、売上高は43億４千３百

万円（前年同期比16.3％減少）、セグメント利益は円安による外貨建売上の利益率改善などにより８億８千５

百万円（前年同期比70.7％増加）となりました。  

② 米国 

米国では、ミニショベル、油圧ショベル及びクローラーローダーの販売台数が増加したことにより、売上高は

42億９千万円（前年同期比40.9％増加）、セグメント損失は第２四半期以降の販売促進を図るために値引を行

うことに伴い、第１四半期末のディーラー在庫に対して値引の引き当て計上を行ったことにより、１億３千２

百万円（前年同期は、７千９百万円のセグメント利益）となりました。 

③ 英国 

英国では、ミニショベル及び油圧ショベルの販売台数が減少したことにより、売上高は14億２千２百万円（前

年同期比4.4％減少）、セグメント利益は４千２百万円（前年同期比44.5％減少）となりました。 

④ フランス 

フランスでは、油圧ショベルの販売台数が増加したことにより、売上高は６億４千１百万円（前年同期比6.4％

増加）、セグメント損失は当社からの仕入価格の値上などにより１百万円（前年同期は、２千８百万円のセグ

メント利益）となりました。 

⑤ 中国 

中国では、ミニショベル及び油圧ショベルの販売台数が減少したことにより、売上高は９億６千１百万円（前

年同期比13.5％減少）、セグメント利益は貸倒引当金繰入額などの販売費及び一般管理費が減少したことなど

により５千３百万円（前年同期は、１千６百万円のセグメント損失）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億２千万円減少し、496億３千１百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が６億７千４百万円増加しましたが、商社を通じて行なっていた連結子会

社３社との取引を直接行なうようになったことから受取手形及び売掛金が12億５千７百万円減少及びたな卸資産が

10億９千２百万円減少したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ28億４千７百万円減少し、176億４千９百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金の減少と同じ理由により支払手形及び買掛金が24億８千万円減少及び短期借入金が７億１千９百

万円減少したことによるものです。  

純資産は前連結会計年度末に比べ14億２千６百万円増加し、319億８千１百万円となりました。これは主に、四

半期純利益などにより利益剰余金が８億４千２百万円増加及び為替換算調整勘定が５億７千９百万円増加したこと

によるものです。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年４月10日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の業績予想に変更はありません。 

 なお、本業績予想における外国為替レートは、１米ドル＝90円、１英ポンド＝140円、１ユーロ＝120円、 

１人民元＝14.7円を前提としております。 

  

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社は、当第１四半期連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微であります。 

   

（４）追加情報 

 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

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,800,531 4,475,313

受取手形及び売掛金 24,061,769 22,804,607

商品及び製品 11,297,157 10,412,866

仕掛品 1,220,259 1,162,382

原材料及び貯蔵品 2,158,300 2,007,677

繰延税金資産 507,612 956,771

その他 679,150 843,729

貸倒引当金 △697,771 △806,404

流動資産合計 43,027,009 41,856,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,276,294 3,337,049

機械装置及び運搬具（純額） 864,047 858,746

土地 2,206,964 2,237,000

その他（純額） 391,197 350,168

有形固定資産合計 6,738,504 6,782,965

無形固定資産 379,770 490,061

投資その他の資産   

その他 1,044,646 649,410

貸倒引当金 △138,548 △148,332

投資その他の資産合計 906,097 501,077

固定資産合計 8,024,373 7,774,104

資産合計 51,051,382 49,631,048
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,031,397 13,550,901

短期借入金 1,609,480 890,000

未払法人税等 56,065 289,236

賞与引当金 133,500 262,658

製品保証引当金 454,316 507,567

その他 1,552,078 1,536,322

流動負債合計 19,836,837 17,036,686

固定負債   

退職給付引当金 122,361 113,556

役員退職慰労引当金 233,912 236,561

債務保証損失引当金 152,389 116,653

その他 150,913 145,937

固定負債合計 659,577 612,708

負債合計 20,496,414 17,649,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,632,948 3,632,948

資本剰余金 3,631,665 3,631,665

利益剰余金 25,533,369 26,375,728

自己株式 △3,250 △3,250

株主資本合計 32,794,732 33,637,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,272 9,668

為替換算調整勘定 △2,245,037 △1,665,105

その他の包括利益累計額合計 △2,239,764 △1,655,437

純資産合計 30,554,968 31,981,653

負債純資産合計 51,051,382 49,631,048

㈱竹内製作所（6432）　平成26年２月期　第１四半期決算短信

－　5　－



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 11,434,852 11,659,529

売上原価 9,734,381 10,169,469

売上総利益 1,700,471 1,490,060

販売費及び一般管理費   

運搬費 346,295 318,468

製品保証引当金繰入額 73,739 90,509

貸倒引当金繰入額 55,135 9,401

役員報酬 35,897 45,257

給料及び手当 255,635 283,489

賞与引当金繰入額 14,661 31,226

退職給付費用 13,806 8,630

役員退職慰労引当金繰入額 2,345 2,648

その他 446,888 429,534

販売費及び一般管理費合計 1,244,404 1,219,167

営業利益 456,067 270,892

営業外収益   

受取利息 4,579 3,214

補助金収入 28,571 －

為替差益 10,613 949,865

デリバティブ評価益 30,157 45,204

その他 41,656 25,658

営業外収益合計 115,577 1,023,942

営業外費用   

支払利息 5,715 3,736

貸与資産減価償却費 4,899 3,304

その他 1,920 427

営業外費用合計 12,535 7,468

経常利益 559,109 1,287,366

特別利益   

固定資産売却益 1,101 10,401

特別利益合計 1,101 10,401

特別損失   

固定資産売却損 171 －

特別損失合計 171 －

税金等調整前四半期純利益 560,040 1,297,768

法人税、住民税及び事業税 59,508 332,510

法人税等調整額 517 △7,755

法人税等合計 60,026 324,755

少数株主損益調整前四半期純利益 500,013 973,013

四半期純利益 500,013 973,013
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 500,013 973,013

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,924 4,395

為替換算調整勘定 526,385 579,931

その他の包括利益合計 507,460 584,327

四半期包括利益 1,007,474 1,557,340

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,007,474 1,557,340

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年３月１日 至平成24年５月31日） 

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△230,831千円には、セグメント間取引消去△97,590千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△133,241千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であります。 

２．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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年３月１日 至平成25年５月31日） 

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△576,398千円には、セグメント間取引消去△399,814千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△176,584千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であります。 

２．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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

  報告セグメント
合計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）２   日本 米国 英国 フランス 中国

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 5,186,364  3,044,709  1,488,333  603,107  1,112,338  11,434,852  － 11,434,852

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

 5,314,689  －  30  －  47,704  5,362,424  △5,362,424  －

計  10,501,053  3,044,709  1,488,363  603,107  1,160,042  16,797,276  △5,362,424 11,434,852

セグメント利

益又は損失

（△） 

 518,447  79,653  76,795  28,900  △16,899  686,898  △230,831  456,067

（単位：千円）

  報告セグメント
合計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）２   日本 米国 英国 フランス 中国

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 4,343,005  4,290,761  1,422,174  641,656  961,930  11,659,529  － 11,659,529

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

 5,724,537  －  5,141  9  96,701  5,826,388  △5,826,388  －

計  10,067,543  4,290,761  1,427,316  641,665  1,058,631  17,485,918  △5,826,388 11,659,529

セグメント利

益又は損失

（△） 

 885,159  △132,417  42,653  △1,229  53,125  847,291  △576,398  270,892
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