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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府が打ち出した経済政策や日本銀行

の金融緩和策の継続により回復基調が鮮明となりました。また、2020 年のオリンピックが東

京で開催されることが決定し明るいニュースとなりました。一方、海外におきましては、欧

州の金融不安が落ち着いていることや米国景気の回復はありましたが、新興国の成長に鈍化

の傾向がみられるなど、依然先行き不透明な状況となっております。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３四半期連結累計期間は、売上高は 61 億 10 百万円（前年同期比 5.9％増、３億 41 百

万円増）、営業利益５億９百万円（前年同期比 6.6％減、36 百万円減）、経常利益５億 90 百万

円（前年同期比 3.8％減、23 百万円減）、四半期純利益３億 64 百万円（前年同期比 1.1％増、

３百万円増）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 43 億 79 百万円（前年同期比 2.6％減、１億 16 百

万円減）、海外向け売上８億 22 百万円（前年同期比 107.2％増、４億 25 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、日本において大型建設機械の製品販売

が低調でありましたが、中国では日本メーカーの建設機械の販売が回復に転じたことから大

幅に増加いたしました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、５億 92 百万円（前年同期比 2.7％減、16 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、89 百万円（前年同期比 1.4％増、１百万円増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四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２億 22 百万円増加し、

113 億 73 百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億 44 百万円、有形固

定資産の機械装置及び運搬具が１億 81 百万円、その他が 96 百万円、無形固定資産が１億 55

百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が１億 95 百万円、投資有価証券が２億 39 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３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ１億 35 百万円減少し、14

億 40 百万円となりました。これは主に、買掛金が 40 百万円、未払法人税等が 54 百万円それ

ぞれ増加したものの、賞与引当金が 85 百万円、長期借入金が 84 百万円、固定負債のその他

が 51 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３四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３億 58 百万円増加し、

99 億 32 百万円となりました。これは主に、利益剰余金が２億 63 百万円、為替換算調整勘定

が２億 12 百万円それぞれ増加したものの、その他有価証券評価差額金が１億 17 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 12 月６日に「平成 26 年 4 月期 第 2 四半期決算

短信」で公表いたしました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３四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３四半期連結累計期間  
（自平成 25 年 ５月 １日 前年同四半期比（％） 
至平成 26 年 １月 31 日）  

 建設機械（千円）  5,202,804 106.3 

 自動車関連（千円）  592,304 97.3 

 産業機械（千円）  89,486 101.4 

 その他（千円）  226,388 126.5 

 合計（千円）  6,110,983 105.9 

（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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自平成 24 年 ５月 １日 （自平成 25 年 ５月 １日 

至平成 25 年 １月 31 日） 至平成 26 年 １月 31 日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 1,159,223 20.1 1,267,043 20.7

コマツ物流㈱ 826,676 14.3 679,009 11.1

 
以上 
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