
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（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１四半期 5,057 0.5 483 44.0 450 56.7 347 83.4
25年３月期第１四半期 5,033 8.6 335 27.7 287 54.3 189 30.0

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 663百万円( －％) 25年３月期第１四半期 △35百万円( －％)

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１四半期 10.99 －
25年３月期第１四半期 5.99 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 59,866 26,603 44.4
25年３月期 58,052 26,067 44.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 26,603百万円 25年３月期 26,067百万円

２．配当の状況

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 － 3.00 － 4.00 7.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 3.00 － 4.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 10,500 3.0 700 7.5 550 5.6 600 94.2 18.99
通期 22,500 1.9 1,600 25.9 1,300 35.4 900 56.4 28.49

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 33,606,132株 25年３月期 33,606,132株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,019,000株 25年３月期 2,017,953株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 31,587,656株 25年３月期１Ｑ 31,594,615株

※ 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、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 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「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。
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当社グループの当第１四半期の連結業績は、売上高50億57百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益

４億83百万円（前年同期比44.0％増）、経常利益４億50百万円（前年同期比56.7％増）、四半期純利益

は３億47百万円（前年同期比83.4％増）となりました。採算性の向上や固定資産売却益の影響もあり、

全体としては堅調に推移しております。 

  

セグメント業績を示すと、次のとおりであります。 

タンクローリーやバルク車などの特殊車両関係の受注が好調に推移したものの、出荷の一部が翌四

半期にずれ込んだ影響で、売上高は13億66百万円と前年同期比27百万円、2.0％の減収となりまし

た。一方、生産性の向上やコストダウンが進んだこともあり、セグメント損益は１億22百万円の損失

（前年同期２億12百万円の損失）と改善しました。 

商業施設、物流施設ともに堅調であり、売上高は17億81百万円と前年同期比１億24百万円、7.5％

の増収、セグメント利益は６億49百万円と前年同期比１億円、18.3％の増益となりました。 

ホテルやゴルフにおいて、安定した集客を維持したことから、売上高は12億４百万円と前年同期比

３百万円、0.3％の増収となりましたが、セグメント利益は光熱費等の経費増加により11百万円と前

年同期比５百万円、34.5％の減益となりました。 

介護用入浴装置の販売が引き続き好調であったものの、温浴事業において大型工事物件の受注が翌

四半期以降にずれ込んだ影響により、売上高は６億27百万円と前年同期比83百万円、11.7％の減収、

セグメント損益は46百万円の損失（前年同期19百万円の損失）となりました。 

売上高は、78百万円と前年同期比６百万円、8.9％の増収となりましたが、セグメント損益は７百

万円の損失（前年同期２百万円の利益）となりました。 

  

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

① 輸送用機器関連事業

② 不動産賃貸事業

③ ホテル・スポーツ・レジャー事業

④ 物販事業

⑤ その他
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（資産） 

総資産は、前年度末に比べて18億13百万円、3.1％増加し、598億66百万円となりました。 

売上債権の回収により受取手形及び売掛金が11億65百万円減少した一方で、借入れの実施や顧客から

の前受金の入金などにより現金及び預金が23億42百万円増加しました。また、株式市況の回復により投

資有価証券が４億91百万円増加したほか、受注の増加により仕掛品が４億26百万円増加しました。 

（負債） 

負債合計は、前年度末に比べて12億77百万円、4.0％増加し、332億62百万円となりました。 

これは主として借入れの実施により有利子負債が６億62百万円増加したことや、顧客からの前受金の

入金によりその他の固定負債が５億18百万円増加したことなどによります。 

（純資産） 

純資産は、前年度末に比べて５億35百万円、2.1％増加し、266億３百万円となりました。これは、株

式市況の回復によりその他有価証券評価差額金が３億16百万円増加したことや、四半期純利益の計上等

により利益剰余金が２億20百万円増加したことなどによります。 

  

現段階では平成25年５月10日発表時の第２四半期累計期間の業績予想及び通期の業績予想につきま

しては、変更ありません。 

  

（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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該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

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
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,311 7,654

受取手形及び売掛金 4,473 3,307

商品及び製品 463 525

仕掛品 763 1,189

原材料及び貯蔵品 789 801

繰延税金資産 212 257

その他 400 399

貸倒引当金 △7 △2

流動資産合計 12,406 14,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,856 25,494

機械装置及び運搬具（純額） 874 866

工具、器具及び備品（純額） 270 259

土地 12,727 12,727

その他（純額） 308 311

有形固定資産合計 40,036 39,659

無形固定資産   

のれん 106 94

その他 122 113

無形固定資産合計 228 207

投資その他の資産   

投資有価証券 4,700 5,192

繰延税金資産 40 48

その他 778 762

貸倒引当金 △138 △137

投資その他の資産合計 5,380 5,865

固定資産合計 45,645 45,733

資産合計 58,052 59,866
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,328 1,310

短期借入金 1,000 1,000

1年内返済予定の長期借入金 3,631 3,716

未払法人税等 388 302

未払消費税等 87 93

賞与引当金 371 131

工事損失引当金 95 82

その他の引当金 10 10

その他 2,656 3,117

流動負債合計 9,568 9,763

固定負債   

長期借入金 10,246 10,823

受入敷金保証金 5,279 5,067

繰延税金負債 1,488 1,642

退職給付引当金 4,784 4,812

役員退職慰労引当金 297 314

その他 320 839

固定負債合計 22,416 23,499

負債合計 31,984 33,262

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,949 4,949

資本剰余金 7,648 7,648

利益剰余金 12,852 13,073

自己株式 △749 △751

株主資本合計 24,701 24,920

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,365 1,682

その他の包括利益累計額合計 1,365 1,682

純資産合計 26,067 26,603

負債純資産合計 58,052 59,866

昭和飛行機工業㈱ (7404) 平成26年3月期　第1四半期決算短信

－6－



（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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,033 5,057

売上原価 3,689 3,573

売上総利益 1,344 1,484

販売費及び一般管理費 1,008 1,000

営業利益 335 483

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 36 51

その他 20 11

営業外収益合計 56 63

営業外費用   

支払利息 58 49

その他 47 47

営業外費用合計 105 97

経常利益 287 450

特別利益   

固定資産売却益 0 115

特別利益合計 0 115

特別損失   

固定資産除売却損 2 2

その他 0 0

特別損失合計 2 2

税金等調整前四半期純利益 284 563

法人税、住民税及び事業税 155 290

法人税等調整額 △59 △74

法人税等合計 95 216

少数株主損益調整前四半期純利益 189 347

四半期純利益 189 347
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 189 347

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △224 316

その他の包括利益合計 △224 316

四半期包括利益 △35 663

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △35 663

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

（３）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）
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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

(単位：百万円)

 
（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、保険代理店業及び福祉介護事業

を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３．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であります。 

  

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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

(単位：百万円)

 
（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、保険代理店業及び福祉介護事業

を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３．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であります。 

  

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。 

  

（セグメント情報等）

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

輸送用機
器関連事

業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポー
ツ・レジ
ャー事業

物販事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

1,394 1,656 1,200 710 4,962 71 5,033 ― 5,033

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

85 25 3 0 115 64 179 △179 ―

計 1,479 1,681 1,204 711 5,077 136 5,213 △179 5,033

セグメント利益
又は損失（△）

△212 548 17 △19 333 2 335 ― 335

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

輸送用機
器関連事

業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポー
ツ・レジ
ャー事業

物販事業 計

売上高

外部顧客への
売上高

1,366 1,781 1,204 627 4,979 78 5,057 ― 5,057

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

91 42 3 0 138 63 201 △201 ―

計 1,458 1,823 1,208 627 5,118 141 5,259 △201 5,057

セグメント利益
又は損失（△）

△122 649 11 △46 491 △7 483 ― 483
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