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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における我が国経済は、政府の積極的な経済政策や日銀の金融緩和を背景に、企業の

設備投資の増加や雇用・所得環境の改善傾向が続き、穏やかな回復基調で推移いたしました。一方、中国経済の減

速や新興国経済の下振れなどにより、依然として先行き不透明な状態が続いております。

 建設機械業界におきましては、国内ではレンタル業界向け需要が一巡した影響を受けました。一方、海外におき

ましても米国経済の回復はありましたが、鉱山機械の需要低迷や中国をはじめとする新興国の需要が大幅に減少い

たしました。その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、下記のとおりとなりま

した。

 当第２四半期連結累計期間は、売上高は30億87百万円（前年同期比24.9％減、10億21百万円減）、営業利益96百

万円（前年同期比71.9％減、２億46百万円減）、経常利益１億34百万円（前年同期比63.4％減、２億33百万円

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益77百万円（前年同期比64.1％減、１億38百万円減）となりました。

 主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメ

ントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。

「建設機械部門」

 建設機械部門の売上高は、国内向け売上23億54百万円（前年同期比23.7％減、７億30百万円減）、海外向け売上

２億47百万円（前年同期比43.3％減、１億89百万円減）となりました。

 なお、海外向け売上に関しましては、海外子会社及び商社を通じて販売しております。

「自動車関連部門」 

 自動車関連部門の売上高は、３億43百万円（前年同期比16.0％減、65百万円減）となりました。

「産業機械部門」

 産業機械部門の売上高は、64百万円（前年同期比7.1％減、４百万円減）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）

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ３億62百万円減少し、104億55百万円となり

ました。これは主に、建物及び構築物が３億19百万円増加したものの、投資有価証券が２億11百万円、現金及び預

金が１億80百万円、受取手形及び売掛金が１億37百万円、有形固定資産その他が１億44百万円それぞれ減少したこ

と等によるものであります。

（負債）

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ２億34百万円減少し、14億51百万円となりまし

た。これは主に、流動負債その他が77百万円、未払法人税等が74百万円、長期借入金が42百万円それぞれ減少した

こと等によるものであります。

（純資産）

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ１億27百万円減少し、90億３百万円となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が96百万円、利益剰余金が24百万円それぞれ減少したこと等による

ものであります。

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（以下、「資金」という。）は、23億62百万円となり、

前連結会計年度末と比して１億80百万円減少しました。

（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１億34百万円、減価償却費１億37百万円、売上債権の減少52百万円などを計上しまし

たが、一方で、法人税等の支払に１億27百万円、仕入債務の減少10百万円等を計上したことにより、営業活動によ

って得られた資金は１億68百万円となりました（前年同期比80百万円の収入減）。

（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３億85百万円、有価証券の取得に１億99百万円、投資有価証券の取得に60百万円支出しま

したが、有価証券の償還による収入２億99百万円、有形固定資産の売却による収入１億43百万円等があったことか

ら、投資活動に２億円の資金を要しました（前年同期比32百万円の支出減）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 長期借入金の返済に42百万円、配当金の支払に１億２百万円の資金を充当したことから、財務活動に１億46百万

円の資金を要しました（前年同期比25百万円の支出減）。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績予想につきましては、当第２四半期までの業績動向を踏まえ、平成27年６月12日の「平成27年４月期決

算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。

 詳細につきましては、本日（平成27年12月11日）公表いたしました「平成28年４月期第２四半期累計期間の業績

予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

 

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

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

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 

平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年４月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年10月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,627,661 2,447,609 

受取手形及び売掛金 1,644,171 1,506,304 

電子記録債権 276,061 361,045 

有価証券 1,800,016 1,830,063 

商品及び製品 250,642 220,510 

仕掛品 111,830 96,152 

原材料及び貯蔵品 101,791 116,841 

その他 142,726 107,493 

流動資産合計 6,954,902 6,686,019 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 739,765 1,059,582 

機械装置及び運搬具（純額） 681,782 625,938 

その他（純額） 843,355 699,248 

有形固定資産合計 2,264,903 2,384,769 

無形固定資産 3,326 2,343 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,106,898 895,614 

関係会社株式 195,644 199,016 

その他 306,639 302,451 

貸倒引当金 △14,378 △14,378 

投資その他の資産合計 1,594,803 1,382,703 

固定資産合計 3,863,034 3,769,815 

資産合計 10,817,936 10,455,835 

負債の部    

流動負債    

買掛金 250,432 239,646 

1年内返済予定の長期借入金 84,000 84,000 

未払法人税等 135,060 60,087 

賞与引当金 165,105 167,200 

その他 358,260 280,750 

流動負債合計 992,857 831,685 

固定負債    

長期借入金 159,000 117,000 

役員退職慰労引当金 219,212 221,842 

退職給付に係る負債 172,041 179,278 

その他 143,578 102,146 

固定負債合計 693,832 620,267 

負債合計 1,686,690 1,451,952 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年４月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年10月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 592,000 592,000 

資本剰余金 464,241 464,241 

利益剰余金 7,115,440 7,091,184 

自己株式 △6,547 △6,595 

株主資本合計 8,165,135 8,140,830 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 431,926 335,837 

為替換算調整勘定 534,184 527,213 

その他の包括利益累計額合計 966,111 863,051 

純資産合計 9,131,246 9,003,882 

負債純資産合計 10,817,936 10,455,835 
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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26年５月１日 

 至 平成26年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成27年10月31日) 

売上高 4,108,955 3,087,369 

売上原価 3,270,735 2,550,205 

売上総利益 838,220 537,163 

販売費及び一般管理費 495,123 440,609 

営業利益 343,096 96,553 

営業外収益    

受取利息 3,305 3,746 

受取配当金 11,466 11,889 

助成金収入 － 15,585 

為替差益 263 1,737 

持分法による投資利益 6,513 3,372 

その他 4,171 2,403 

営業外収益合計 25,721 38,734 

営業外費用    

支払利息 343 609 

営業外費用合計 343 609 

経常利益 368,474 134,679 

税金等調整前四半期純利益 368,474 134,679 

法人税、住民税及び事業税 152,779 52,434 

法人税等調整額 △725 4,622 

法人税等合計 152,053 57,057 

四半期純利益 216,420 77,621 

親会社株主に帰属する四半期純利益 216,420 77,621 
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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26年５月１日 

 至 平成26年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成27年10月31日) 

四半期純利益 216,420 77,621 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 86,545 △96,088 

為替換算調整勘定 104,325 △6,970 

その他の包括利益合計 190,870 △103,059 

四半期包括利益 407,290 △25,437 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 407,290 △25,437 

非支配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26年５月１日 

 至 平成26年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成27年10月31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 368,474 134,679 

減価償却費 193,489 137,360 

賞与引当金の増減額（△は減少） △484 2,094 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 500 2,630 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,256 7,237 

受取利息及び受取配当金 △14,771 △15,635 

支払利息 343 609 

為替差損益（△は益） 4,521 △307 

持分法による投資損益（△は益） △6,513 △3,372 

売上債権の増減額（△は増加） △230,547 52,765 

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,852 28,515 

仕入債務の増減額（△は減少） 86,992 △10,759 

その他 △15,090 △54,515 

小計 354,806 281,300 

利息及び配当金の受取額 14,798 16,021 

利息の支払額 △298 △599 

法人税等の支払額 △119,841 △127,990 

営業活動によるキャッシュ・フロー 249,463 168,732 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △85,000 △85,000 

定期預金の払戻による収入 85,000 85,000 

有価証券の取得による支出 △199,973 △199,970 

有価証券の償還による収入 199,987 299,946 

有形固定資産の取得による支出 △129,911 △385,142 

有形固定資産の売却による収入 2,777 143,314 

無形固定資産の取得による支出 △350 - 

投資有価証券の取得による支出 △106,985 △60,102 

その他 1,888 1,691 

投資活動によるキャッシュ・フロー △232,568 △200,263 

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 △67,530 △42,000 

リース債務の返済による支出 △1,866 △1,866 

自己株式の取得による支出 △182 △48 

配当金の支払額 △101,635 △102,104 

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,214 △146,020 

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,855 △2,501 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,462 △180,051 

現金及び現金同等物の期首残高 1,984,573 2,542,661 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,839,110 2,362,609 
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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。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

 

４．補足情報

 

 

販売実績

当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日

至 平成27年10月31日）
前年同四半期比（％）

建設機械（千円） 2,602,890 73.9

自動車関連（千円） 343,776 84.0

産業機械（千円） 64,560 92.9

その他（千円） 76,142 70.7

合計（千円） 3,087,369 75.1

（注）１．金額は販売価格によります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の 

販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年５月１日
至 平成26年10月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日
至 平成27年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 901,740 22.0 692,284 22.4

コマツ物流㈱ 475,913 11.6 354,890 11.5

 

以上
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