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1.  平成26年4月期第1四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成25年7月31日） 

24年4月期末より連結財務諸表を作成しているため、25年4月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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4月期第1四半期 2,100 △10.7 220 △36.0 255 △28.3 157 △29.8
25年4月期第1四半期 2,352 ― 344 ― 356 ― 223 ―

（注）包括利益 26年4月期第1四半期 131百万円 （112.9％） 25年4月期第1四半期 61百万円 （―％）

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4月期第1四半期 23.12 ―
25年4月期第1四半期 32.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第1四半期 11,242 9,604 85.4
25年4月期 11,150 9,574 85.9
（参考） 自己資本   26年4月期第1四半期  9,604百万円 25年4月期  9,574百万円

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4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年4月期 ―
26年4月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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) 3,710 △10.8 230 △51.4 250 △49.5 140 △52.9 20.61
通期 8,220 7.7 820 27.8 850 15.5 510 15.7 75.09



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期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 
連結業績予想につきましては、当社で現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって、実際の業績は予想数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２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。 

※  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4月期1Q 6,800,000 株 25年4月期 6,800,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期1Q 7,859 株 25年4月期 7,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期1Q 6,792,187 株 25年4月期1Q 6,792,804 株
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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１四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権が打ち出した経済政策ならびに

日本銀行による積極金融緩和策により、円安、株価の上昇など景気回復への期待感が膨らみ

ました。一方、欧州の財政不安やこれまで高い経済成長を示してきた新興国、特に中国の景

気の後退が見られるなど、依然として不透明な状況が続きました。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１四半期連結累計期間は、売上高は 21億円（前年同期比 10.7％減、２億 51百万円減）、

経常利益２億 55 百万円（前年同期比 28.3％減、１億円減）、四半期純利益１億 57 百万円（前

年同期比 29.8％減、66 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 15 億 19 百万円（前年同期比 18.5％減、３億 43

百万円減）、海外向け売上２億 85 百万円（前年同期比 98.9％増、１億 41 百万円増）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。 

当社グループの主力である建設機械部門の受注は、日本において前年同期マイナスで推移

しましたが、中国・東南アジア・北米は増加しております。また、当連結会計年度に入り国

内向け建設機械部門の受注が回復傾向となりました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、２億１百万円（前年同期比 17.1％減、41 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、28 百万円（前年同期比 19.1％減、６百万円減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ 92 百万円増加し、112

億 42 百万円となりました。これは主に、現金及び預金が１億８百万円、受取手形及び売掛金

が１億 40 百万円増加したものの、有価証券が 50 百万円、投資有価証券が１億 36 百万円減少

したこと等によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ 62 百万円増加し、16 億

38 百万円となりました。これは主に、買掛金が１億 54 百万円、未払法人税等が 55 百万円増

加したものの、賞与引当金が 85 百万円、長期借入金が 33 百万円減少したこと等によるもの

であります。 

（純資産） 

当第１四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 30 百万円増加し、96

億４百万円となりました。これは、利益剰余金が 55 百万円、為替換算調整勘定が 86 百万円

増加したものの、その他有価証券評価差額金が１億 11 百万円減少したことによるものであり

ます。 

 

（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、平成 25 年６月７日の「平成 25 年４月期 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連結業績予想に変更はありません。 

 



 

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 

   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 
該当事項はありません。 

 



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４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,401,959 3,510,597

受取手形及び売掛金 2,089,039 2,230,020

有価証券 150,021 100,015

商品及び製品 239,931 249,247

仕掛品 145,696 159,469

原材料及び貯蔵品 104,200 119,695

その他 145,768 82,809

貸倒引当金 △160 －

流動資産合計 6,276,457 6,451,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,168,423 1,169,850

機械装置及び運搬具（純額） 1,294,482 1,266,095

その他（純額） 779,807 777,369

有形固定資産合計 3,242,713 3,213,315

無形固定資産 81,877 159,050

投資その他の資産   

投資有価証券 1,107,693 970,749

関係会社株式 170,518 172,676

その他 305,594 309,933

貸倒引当金 △34,588 △34,588

投資その他の資産合計 1,549,216 1,418,771

固定資産合計 4,873,807 4,791,137

資産合計 11,150,264 11,242,992

負債の部   

流動負債   

買掛金 274,223 428,988

1年内返済予定の長期借入金 135,060 135,060

未払法人税等 1,480 57,434

賞与引当金 172,196 86,691

その他 318,507 348,532

流動負債合計 901,468 1,056,707

固定負債   

長期借入金 84,860 51,095

退職給付引当金 167,262 170,824

役員退職慰労引当金 205,925 206,148

その他 216,176 153,634

固定負債合計 674,224 581,702

負債合計 1,575,693 1,638,409

- 1 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年７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 7,824,258 7,879,431

自己株式 △6,324 △6,364

株主資本合計 8,874,175 8,929,308

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 448,465 337,182

為替換算調整勘定 251,930 338,092

その他の包括利益累計額合計 700,395 675,274

純資産合計 9,574,571 9,604,583

負債純資産合計 11,150,264 11,242,992

- 2 -



（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５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 2,352,064 2,100,884

売上原価 1,751,327 1,634,898

売上総利益 600,737 465,985

販売費及び一般管理費 255,923 245,377

営業利益 344,814 220,607

営業外収益   

受取利息 1,527 1,581

受取配当金 8,437 9,557

為替差益 － 11,919

持分法による投資利益 1,994 2,158

その他 3,991 10,469

営業外収益合計 15,951 35,687

営業外費用   

支払利息 659 347

為替差損 3,382 －

営業外費用合計 4,042 347

経常利益 356,723 255,947

特別損失   

固定資産除売却損 － 22

特別損失合計 － 22

税金等調整前四半期純利益 356,723 255,924

法人税、住民税及び事業税 86,026 61,137

法人税等調整額 47,014 37,731

法人税等合計 133,041 98,868

少数株主損益調整前四半期純利益 223,682 157,055

四半期純利益 223,682 157,055

- 3 -



（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５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 223,682 157,055

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △118,248 △111,282

為替換算調整勘定 △43,451 86,161

その他の包括利益合計 △161,699 △25,120

四半期包括利益 61,982 131,934

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 61,982 131,934

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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） 

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１四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。 

当第１四半期連結累計期間  
（自平成 25 年５月 １日 前年同四半期比（％） 事業部門の名称 

至平成 25 年７月 31 日）  
 建設機械（千円）  1,805,099 89.9 

 自動車関連（千円）  201,852 82.9 

 産業機械（千円）  28,499 80.9 

 その他（千円）  65,432 98.7 

 合計（千円）  2,100,884 89.3 

（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１四半期連結累計期間及び当第１四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。 
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
（自平成 24 年５月１日 （自平成 25 年５月１日 

至平成 24 年７月 31 日） 至平成 25 年７月 31 日） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
㈱小松製作所 479,949 20.4 407,672 19.4

コマツ物流㈱ 361,609 15.4 302,926 14.4

 
以上 
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