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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）
（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 14,073 25.8 459 784.6 454 ― 388 ―
25年３月期第２四半期 11,188 2.2 51 26.7 39 13.6 △31 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 522百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △341百万円( ―％)

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２四半期 24.20 ―
25年３月期第２四半期 △1.96 ―

（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２四半期 23,030 5,455 23.7
25年３月期 22,296 5,030 22.6

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 5,455百万円 25年３月期 5,030百万円

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 ― 0.00 ― 6.0 6.0
26年３月期 ― 0.00
26年３月期(予想) ― 5.0 5.0

(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
通期 28,000 10.8 940 45.2 900 42.1 650 17.1 40.46

(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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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２Ｑ 16,100,000株 25年３月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 45,469株 25年３月期 36,911株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 16,059,375株 25年３月期２Ｑ 16,063,966株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続き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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続き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。
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、新政権発足に伴う経済・金融政策などの影響から、円安、株価

上昇が進み、景気は緩やかな回復の兆しがみられました。しかしながら、原油価格の高止まりや欧州諸国における

財政危機の長期化など先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主要顧客である建設業界は、受注は増加したものの建設資材価格や労務費高騰の影響を受け、厳

しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは中期３ヶ年経営計画の初年度である当第２四半期連結累計期間にお

いて、顧客志向に基づくマーケティング、サービスへの取り組みにより、ビジネスモデルの変革とコアビジネス強

化を推進し、マーケットシェアの向上に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売

上高は、前年同期比25.8％増加の14,073百万円余、損益につきましては、連結営業利益は、同784.6％増加の459百

万円余、連結経常利益454百万円余(前年同期は39百万円余)、連結四半期純利益388百万円余(前年同期は損失31百万

円余)となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。

建設機械関連事業

建設機械関連事業の売上高は、前年同期比25.0％増加の9,202百万円余となりました。

建設機械関連商品は、四次排ガス規制前の駆け込み需要により建設機械の新車需要が伸長したことから、前年同

期比44.6％増加の5,044百万円余、建設機械関連レンタルは、貸与資産の増強をしたことから、同10.3％増加の

1,763百万円余となりました。建設機械関連サービスは、前年同期比5.4％増加の2,394百万円余となりました。

産業・鉄構機械等関連事業

産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比33.9％増加の3,890百万円余となりました。

産業機械関連製品は、主力自社商品である「かにクレーン」の販売が前年同期比7.3％の減少となったものの、

「クローラクレーン」の販売が四次排ガス規制前の駆け込み需要により同136.9％増加したことから、全体では同

52.0％増加の1,907百万円余となりました。また、産業機械関連商品は前年同期比21.2％減少の487百万円余となり

ました。

鉄構機械関連製品においては、前年同期比51.8％増加の822百万円余となりました。また、産業機械関連その他売

上は、前年同期比37.4％増加の672百万円余となりました。

介護用品関連事業

介護用品関連事業の売上高は、マーケットシェアの向上に取り組んだことにより、前年同期比6.5％増加の548百

万円余となりました。

その他

その他の事業の売上高は、前年同期比5.8％増加の432百万円余となりました。

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ298百万円余増加し11,216百万円余

となりました。これは主に、現金及び預金が354百万円余減少したものの、受取手形及び売掛金が281百万円余、た

な卸資産が206百万円余増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ436百万円余増加し11,814百万円余となりました。これは主に、保有株式の

市場価格上昇により投資有価証券が211百万円余、貸与資産等の有形固定資産が224百万円余増加したことによるも

のであります。

これにより、資産合計は、前連結会計年度末に比べ734百万円余増加し23,030百万円余となりました。

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ122百万円余増加し12,778百万円余と

なりました。これは主に、前受金等のその他が197百万円余減少したものの、短期借入金が360百万円余増加したこ

とによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ187百万円余増加し4,797百万円余となりました。これは主に、長期借入金

が150百万円減少したものの、リース債務が146百万円余、長期未払金等のその他が152百万円余増加したことによる

ものであります。

これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ310百万円余増加し17,575百万円余となりました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ424百万円余増加し5,455百万円余

となりました。これは、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が292百万円余、その他有価証券評価差額金

が134百万円余増加したことによるものであります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は23.7％(前連結会計年度末は22.6％)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

（２）財政状態に関する説明

㈱前田製作所(6281)　平成26年３月期　第２四半期決算短信 

－2－



（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて354百万円余減少し1,787

百万円余となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、448百万円余(前年同期は361百万円余)とな

りました。これは主に、売上債権の増加281百万円余(前年同期は70百万円余の増加)、前受金の減少283百万円余(前

年同期は261百万円余の増加)があったものの、税金等調整前四半期純利益442百万円余(前年同期は△12百万円余)、

減価償却費816百万円余(前年同期は739百万円余)の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)

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△914百万円余(前年同期は△866百万円余)

となりました。これは主に、貸与資産等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)

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、111百万円余(前年同期は△339百万円余)と

なりました。これは主に、短期借入金の増加によるものであります。

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月１日の「業績予想の修正に関するお知

らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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：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 2,161,493 1,807,398
受取手形及び売掛金 5,833,513 6,114,598
たな卸資産 2,287,955 2,494,736
未収入金 687,115 787,165
繰延税金資産 8,773 9,468
その他 48,225 114,915
貸倒引当金 △108,958 △111,598

流動資産合計 10,918,116 11,216,684

固定資産
有形固定資産

貸与資産 11,288,474 11,965,931
減価償却累計額 △7,382,714 △7,800,882

貸与資産（純額） 3,905,760 4,165,048

建物及び構築物 7,658,135 7,643,105
減価償却累計額 △5,604,442 △5,656,566

建物及び構築物（純額） 2,053,693 1,986,538

機械装置及び運搬具 1,925,740 1,908,562
減価償却累計額 △1,574,884 △1,587,267

機械装置及び運搬具（純額） 350,855 321,294

土地 2,755,337 2,734,041
リース資産 987,109 691,628

減価償却累計額 △599,312 △229,563

リース資産（純額） 387,796 462,065

その他 630,368 646,494
減価償却累計額 △562,952 △570,447

その他（純額） 67,415 76,046

有形固定資産合計 9,520,859 9,745,036

無形固定資産
借地権 41,148 41,148
ソフトウエア 9,729 11,903
その他 287 273

無形固定資産合計 51,164 53,325

投資その他の資産
投資有価証券 1,674,294 1,885,613
その他 218,024 216,963
貸倒引当金 △86,222 △86,785

投資その他の資産合計 1,806,096 2,015,792

固定資産合計 11,378,120 11,814,154

資産合計 22,296,237 23,030,838

㈱前田製作所(6281)　平成26年３月期　第２四半期決算短信 

－4－



(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

買掛金 6,067,041 6,151,503
短期借入金 4,937,092 5,297,147
リース債務 181,223 88,215
未払法人税等 73,960 59,085
役員賞与引当金 15,000 －
賞与引当金 271,430 270,460
その他 1,109,662 911,832

流動負債合計 12,655,410 12,778,245

固定負債
長期借入金 875,000 725,000
リース債務 239,282 385,969
繰延税金負債 339,436 409,780
退職給付引当金 2,404,500 2,372,836
その他 751,647 903,861

固定負債合計 4,609,866 4,797,447

負債合計 17,265,277 17,575,692

純資産の部
株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000
資本剰余金 100,000 100,000
利益剰余金 1,148,612 1,440,811
自己株式 △11,323 △13,446

株主資本合計 4,397,288 4,687,364

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 633,671 767,781

その他の包括利益累計額合計 633,671 767,781

純資産合計 5,030,959 5,455,145

負債純資産合計 22,296,237 23,030,838
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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：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 11,188,107 14,073,945
売上原価 9,179,158 11,628,703

売上総利益 2,008,949 2,445,242

販売費及び一般管理費 1,957,060 1,986,222

営業利益 51,888 459,019

営業外収益
受取利息 2,976 3,944
受取配当金 18,694 20,645
為替差益 － 6,916
不動産賃貸料 5,067 6,705
その他 16,381 15,623

営業外収益合計 43,120 53,834

営業外費用
支払利息 39,810 40,206
為替差損 3,029 －
手形売却損 6,149 9,639
その他 6,065 8,686

営業外費用合計 55,055 58,532

経常利益 39,954 454,322

特別損失
固定資産売却損 － 2,894
固定資産除却損 3,461 7,924
減損損失 864 1,001
投資有価証券評価損 47,958 －

特別損失合計 52,284 11,819

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） △12,330 442,502

法人税、住民税及び事業税 19,211 53,093
法人税等調整額 △84 831

法人税等合計 19,127 53,924

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） △31,457 388,577

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,457 388,577

㈱前田製作所(6281)　平成26年３月期　第２四半期決算短信 

－6－



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：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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） △31,457 388,577

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △309,594 134,109

その他の包括利益合計 △309,594 134,109

四半期包括利益 △341,052 522,687

（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △341,052 522,687
少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△） △12,330 442,502

減価償却費 739,109 816,103
減損損失 864 1,001
貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,160 3,203
賞与引当金の増減額（△は減少） △14,930 △970
役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △15,000
退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,890 △31,664
受取利息及び受取配当金 △21,670 △24,589
投資有価証券評価損益（△は益） 47,958 －
支払利息 39,810 40,206
為替差損益（△は益） △48 △40
有形固定資産除却損 3,461 7,924
有形固定資産売却損益（△は益） － 2,894
売上債権の増減額（△は増加） △70,592 △281,085
たな卸資産の増減額（△は増加） △80,115 △177,715
未収入金の増減額（△は増加） 222,879 △100,050
仕入債務の増減額（△は減少） △712,965 245,804
未払費用の増減額（△は減少） △613 1,487
前受金の増減額（△は減少） 261,454 △283,692
未払消費税等の増減額（△は減少） 11,925 △13,146
その他 12,660 △101,709

小計 409,126 531,462

利息及び配当金の受取額 21,667 24,586
利息の支払額 △40,011 △39,873
法人税等の支払額 △29,129 △67,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,652 448,446

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 △860,165 △918,743
有形固定資産の売却による収入 － 18,000
無形固定資産の取得による支出 △393 △5,294
投資有価証券の取得による支出 △10,080 △8,391
貸付けによる支出 △1,616 △10,088
貸付金の回収による収入 8,390 11,100
その他 △3,020 △592

投資活動によるキャッシュ・フロー △866,885 △914,011
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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)

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） 23,710 360,055
長期借入金の返済による支出 △150,000 △150,000
自己株式の取得による支出 △193 △2,123
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △68,498 △69,845
セール・アンド・割賦バック取引による収入 － 247,947
設備関係割賦債務の返済による支出 △144,296 △178,225
配当金の支払額 △2 △96,378

財務活動によるキャッシュ・フロー △339,280 111,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 48 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △844,463 △354,094

現金及び現金同等物の期首残高 2,018,221 2,141,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,173,757 1,787,398
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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

(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、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△252,996千円には、連結消去に伴う調整額△2,204千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△250,792千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及び試験研究費であります。

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と調整を行っております。

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

（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：千円)

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

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 7,358,930 2,904,511 515,318 10,778,760 409,347 11,188,107 ― 11,188,107

セグメント間の内部
売上高又は振替高 28,982 102,158 ― 131,140 171,889 303,030 △303,030 ―

計 7,387,912 3,006,669 515,318 10,909,901 581,237 11,491,138 △303,030 11,188,107

セグメント利益又は
損失（△） 328,787 △42,898 38,048 323,938 △19,053 304,884 △252,996 51,888

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― ― 864 864
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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

(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、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△305,194千円には、連結消去に伴う調整額△6,005千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△299,189千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及び試験研究費であります。

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と調整を行っております。

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

(単位：千円)

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

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 9,202,234 3,890,034 548,754 13,641,023 432,922 14,073,945 ― 14,073,945

セグメント間の内部
売上高又は振替高 12,240 133,969 460 146,670 155,801 302,471 △302,471 ―

計 9,214,475 4,024,004 549,214 13,787,693 588,723 14,376,417 △302,471 14,073,945

セグメント利益又は
損失（△） 575,539 161,379 57,869 794,787 △30,573 764,214 △305,194 459,019

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― ― 1,001 1,001
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４.補足情報

(１)四半期個別貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第2四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,939,176 1,575,806

受取手形 1,108,332 1,079,583

売掛金 4,510,985 4,799,163

商品及び製品 892,749 1,036,318

仕掛品 507,004 514,006

原材料及び貯蔵品 792,537 844,031

前払費用 26,411 29,557

未収入金 684,066 783,796

その他 46,801 90,799

貸倒引当金 △ 106,908 △ 109,184

流動資産合計 10,401,156 10,643,880

固定資産

有形固定資産

貸与資産 2,917,407 3,117,933

建物 1,722,914 1,670,330

構築物 123,543 114,356

機械及び装置 291,186 256,464

車両運搬具 1,536 11,554

工具、器具及び備品 53,991 64,628

土地 2,695,921 2,674,625

リース資産 314,398 441,847

有形固定資産合計 8,120,899 8,351,739

無形固定資産

借地権 41,148 41,148

ソフトウェア 7,956 10,427

その他 272 258

無形固定資産合計 49,377 51,834

投資その他の資産

投資有価証券 1,723,744 1,935,063

出資金 80 80

長期貸付金 2,238,674 2,235,927

破産更正債権等 37,220 37,811

長期前払費用 6,216 4,782

その他 119,684 119,704

貸倒引当金 △ 1,826,613 △ 1,811,405

投資その他の資産合計 2,299,006 2,521,963

固定資産合計 10,469,283 10,925,537

資産合計 20,870,440 21,569,417
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第2四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,012,609 6,091,867

短期借入金 4,937,092 5,237,147

リース債務 93,060 73,697

未払金 182,061 254,230

未払費用 138,143 137,245

未払法人税等 61,849 41,112

未払消費税等 37,865 23,262

前受金 355,034 71,342

預り金 69,238 52,330

賞与引当金 235,920 233,700

役員賞与引当金 15,000 ―

流動負債合計 12,137,876 12,215,935

固定負債

長期借入金 875,000 725,000

リース債務 238,370 385,969

繰延税金負債 339,436 409,780

退職給付引当金 2,289,803 2,252,961

資産除去債務 13,264 20,496

その他 15,298 189,547

固定負債合計 3,771,173 3,983,754

負債合計 15,909,049 16,199,689

純資産の部

株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 1,079,043 1,355,393

自己株式 △ 11,323 △ 13,446

株主資本合計 4,327,719 4,601,946

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 633,671 767,781

評価・換算差額等合計 633,671 767,781

純資産合計 4,961,390 5,369,728

負債純資産合計 20,870,440 21,569,417
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(２)四半期個別損益計算書

(単位：千円)

前第2四半期個別累計期間
(自 平成24年４月 1日
至 平成24年９月30日)

当第2四半期個別累計期間
(自 平成25年４月 1日
至 平成25年９月30日)

売上高 10,288,309 13,098,993

売上原価 8,641,053 11,063,245

売上総利益 1,647,256 2,035,748

販売費及び一般管理費 1,654,028 1,657,103

営業利益又は営業損失(△) △ 6,772 378,645

営業外収益

受取利息 17,076 17,658

受取配当金 18,667 20,617

為替差益 ― 6,916

不動産賃貸料 25,512 24,948

その他 13,788 14,550

営業外収益合計 75,045 84,691

営業外費用

支払利息 23,348 22,799

為替差損 3,029 ―

手形売却損 6,149 9,639

減価償却費 11,312 12,671

その他 6,603 5,358

営業外費用合計 50,443 50,469

経常利益 17,828 412,867

特別損失

固定資産売却損 ― 2,894

固定資産除却損 2,237 5,129

減損損失 864 1,001

投資有価証券評価損 47,958 ―

特別損失合計 51,060 9,024

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △ 33,231 403,842

法人税、住民税及び事業税 9,721 29,587

法人税等調整額 △ 84 1,526

法人税等合計 9,637 31,113

四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 42,868 372,729

㈱前田製作所(6281)　平成26年３月期　第２四半期決算短信 

－14－


