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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 14,693 9.9 748 89.7 711 66.9 364 152.3
25年3月期第2四半期 13,374 △10.4 394 8.0 426 5.4 144 △33.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 503百万円 （307.2％） 25年3月期第2四半期 123百万円 （△24.8％）

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 57.21 ―
25年3月期第2四半期 22.67 ―

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 27,447 10,972 40.0
25年3月期 27,070 10,596 39.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  10,972百万円 25年3月期  10,596百万円

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 ― 20.00 20.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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  ：  有   

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 32,000 16.8 1,280 53.2 1,280 44.1 600 29.9 94.22



(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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表の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「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

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   ：  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 6,615,070 株 25年3月期 6,615,070 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 247,071 株 25年3月期 247,021 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,368,032 株 25年3月期2Q 6,368,119 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務問題や中国をはじめとする新興国経済

の減速懸念などにより、依然として先行きは不透明な状況が続いたものの、政府による積極的な経済対

策、金融政策に対する期待感から、円高が是正されるとともに、株価も上昇し、全体としての景況感は

徐々に改善される状況となりました。 

このような状況の中、当社グループの連結業績につきましては、売上高は14,693百万円（前年同期比

9.9％増）、営業利益は748百万円（前年同期比89.7％増）、経常利益は711百万円（前年同期比66.9％

増）、四半期純利益は364百万円（前年同期比152.3％増）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。 

  

建設機械事業におきましては、緊急経済対策で追加された公共工事、並びに九州北部豪雨に伴う復

旧工事の執行が本格化する中、需要増加が続いているレンタル部門の拠点強化に加え、積極的にレン

タル用資産への設備投資を行ってまいりました。この結果、建設機械のレンタル部門の売上が好調に

推移したことにより、売上高は6,561百万円（前年同期比29.8％増）、セグメント利益は603百万円

（前年同期比341.0％増）となりました。 

  

産業機器事業におきましては、円高の是正による輸出採算の向上を受けて、自動車業界を中心に設

備投資が緩やかに回復する中、スマートフォンや省エネルギー分野を始めとした開発案件の受注獲得

に努めるとともに、継続して生産部品・消耗部品の販売強化に努めてまいりました。しかしながら、

電子部品・半導体分野の生産が上向かず、設備投資の回復が遅れた結果、売上高は7,917百万円（前

年同期比2.7％減）、セグメント利益は312百万円（前年同期比26.0％減）となりました。 

  

砕石事業におきましては、緊急経済対策で追加された公共工事の執行が本格化する中、公共工事の

発注動向を見極めながら、継続して補修・護岸工事の受注獲得に努めてまいりました。この結果、売

上高は214百万円（前年同期比16.9％増）、セグメント利益は6百万円（前年同期はセグメント損失1

百万円）となりました。 

  

資産は、前連結会計年度末に比べ377百万円増加（1.4％増）し、27,447百万円となりました。増減の

主な内容は、現金及び預金が789百万円減少しましたが、貸与資産が1,121百万円増加したことによるも

のであります。  

負債は、前連結会計年度末に比べ1百万円増加（0.0％増）し、16,475百万円となりました。増減の主

な内容は、支払手形及び買掛金が288百万円、借入金が150百万円それぞれ減少しましたが、リース債務

が419百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ376百万円増加（3.6％増）し、10,972百万円となりました。増減

の主な内容は、利益剰余金が236百万円、為替換算調整勘定が82百万円それぞれ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40.0％と前連結会計年度末に比べ0.9ポイント上昇いたしました。 

  

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 建設機械事業

② 産業機器事業

③ 砕石事業

（２）財政状態に関する説明
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平成26年３月期の通期連結業績予想につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

  

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 2,967,533 2,177,807

受取手形及び売掛金 11,949,580 12,211,663

商品及び製品 1,492,961 1,225,449

仕掛品 35,426 45,080

貯蔵品 2,627 2,729

その他 1,453,929 1,271,018

貸倒引当金 △725,360 △714,550

流動資産合計 17,176,699 16,219,198

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 5,609,300 6,731,124

その他（純額） 2,263,988 2,255,039

有形固定資産合計 7,873,289 8,986,164

無形固定資産   

のれん － 65,054

その他 98,135 131,839

無形固定資産合計 98,135 196,894

投資その他の資産   

投資有価証券 1,049,873 1,148,491

その他 1,029,546 1,016,696

貸倒引当金 △208,098 △166,494

投資その他の資産合計 1,871,322 1,998,693

固定資産合計 9,842,747 11,181,752

繰延資産   

開発費 50,794 47,025

繰延資産合計 50,794 47,025

資産合計 27,070,240 27,447,975

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,845,404 7,556,738

短期借入金 2,907,429 2,867,235

1年内返済予定の長期借入金 520,000 495,000

リース債務 1,692,988 2,112,879

未払法人税等 301,457 431,395

賞与引当金 155,522 184,723

割賦利益繰延 939,312 930,819

その他 818,325 652,143

流動負債合計 15,180,441 15,230,935

固定負債   

長期借入金 415,000 330,000

退職給付引当金 267,851 299,607

役員退職慰労引当金 105,356 110,708

その他の引当金 355,826 355,933

その他 149,749 148,416

固定負債合計 1,293,783 1,244,666

負債合計 16,474,224 16,475,601
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 8,460,898 8,697,853

自己株式 △230,980 △231,011

株主資本合計 10,427,097 10,664,021

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 175,594 232,425

為替換算調整勘定 △6,675 75,927

その他の包括利益累計額合計 168,918 308,353

純資産合計 10,596,016 10,972,374

負債純資産合計 27,070,240 27,447,975
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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 13,374,781 14,693,893

売上原価 11,490,012 12,189,739

差引売上総利益 1,884,768 2,504,153

割賦販売未実現利益戻入額 231,681 201,500

割賦販売未実現利益繰入額 158,477 193,124

売上総利益 1,957,972 2,512,529

販売費及び一般管理費 1,563,519 1,764,389

営業利益 394,453 748,140

営業外収益   

受取利息 8,303 9,461

受取配当金 6,226 7,688

持分法による投資利益 8,853 255

貸倒引当金戻入額 24,462 13,672

その他 32,943 34,436

営業外収益合計 80,789 65,514

営業外費用   

支払利息 43,567 47,864

為替差損 － 48,284

その他 5,155 5,619

営業外費用合計 48,723 101,767

経常利益 426,519 711,886

特別利益   

固定資産売却益 8 12

投資有価証券売却益 － 893

特別利益合計 8 906

特別損失   

固定資産除却損 1,947 621

投資有価証券評価損 67,904 －

特別損失合計 69,852 621

税金等調整前四半期純利益 356,675 712,171

法人税、住民税及び事業税 313,823 440,081

法人税等調整額 △101,539 △92,226

法人税等合計 212,284 347,854

少数株主損益調整前四半期純利益 144,391 364,316

四半期純利益 144,391 364,316
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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：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 144,391 364,316

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,957 57,299

為替換算調整勘定 9,032 52,935

持分法適用会社に対する持分相当額 8,239 29,199

その他の包括利益合計 △20,685 139,434

四半期包括利益 123,705 503,751

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,705 503,751
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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 356,675 712,171

減価償却費 671,926 804,962

のれん償却額 － 7,228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,457 △52,413

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,703 26,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） 373 20,500

受取利息及び受取配当金 △14,530 △17,149

支払利息 43,567 47,864

持分法による投資損益（△は益） △8,853 △255

固定資産除売却損益（△は益） 1,939 608

投資有価証券売却損益（△は益） － △893

投資有価証券評価損益（△は益） 67,904 －

売上債権の増減額（△は増加） △835,236 145,025

たな卸資産の増減額（△は増加） △144,633 327,087

仕入債務の増減額（△は減少） 1,557,028 △522,837

その他 △267,691 △51,521

小計 1,418,310 1,446,385

利息及び配当金の受取額 29,372 35,327

利息の支払額 △47,692 △49,578

法人税等の支払額 △260,115 △306,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,139,875 1,125,741

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 △973,616 △1,406,469

有形固定資産の売却による収入 158,039 318,615

無形固定資産の取得による支出 △24,287 △45,000

投資有価証券の取得による支出 △1,605 △1,605

投資有価証券の売却による収入 － 4,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △259,690

貸付けによる支出 △1,500 －

貸付金の回収による収入 3,409 2,488

その他の支出 △26,649 △9,312

その他の収入 10,297 5,818

投資活動によるキャッシュ・フロー △855,912 △1,390,232

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） △358,510 △40,194

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △316,189 △295,073

長期借入金の返済による支出 △80,000 △110,000

自己株式の取得による支出 △12 △31

配当金の支払額 △114,626 △127,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △869,337 △572,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 47,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △585,375 △789,726

現金及び現金同等物の期首残高 2,465,424 2,960,938

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 13,878 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,893,927 2,171,212
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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) 

  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163,051千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

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 セグメント利益の調整額174,022千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。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：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計

売上高

（1）外部顧客への売上高 5,056,890 8,134,178 183,712 13,374,781 ― 13,374,781

（2）セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

29,616 29,008 ― 58,624 △58,624 ―

計 5,086,507 8,163,186 183,712 13,433,406 △58,624 13,374,781

セグメント利益又は損失
（△）

136,845 422,566 △1,906 557,505 △163,051 394,453

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計

売上高

（1）外部顧客への売上高 6,561,537 7,917,648 214,707 14,693,893 ― 14,693,893

（2）セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

32,124 10,408 ― 42,533 △42,533 ―

計 6,593,662 7,928,057 214,707 14,736,426 △42,533 14,693,893

セグメント利益 603,522 312,571 6,068 922,162 △174,022 748,140
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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 

「産業機器事業」セグメントにおいて、平成25年４月１日付で共栄通信工業㈱の全株式を取得し、連

結子会社としました。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては72,282千円でありま

す。 

  

(のれんの金額の重要な変動）
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