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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、原油価格の下落等に伴う企業収益・雇用状況の改善がみられ

ましたが、中国経済の減速や前四半期の反動から、景気は踊り場状態で推移してきました。 

 建設機械業界におきましては、北米・日本など前年売上高を上回った地域もございましたが、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１四半期連結累計期間は、売上高は16億64百万円（前年同期比20.2％減、４億20百万円減）、経常利益１億

28百万円（前年同期比35.1％減、69百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益82百万円（前年同期比31.6％

減、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12億62百万円（前年同期比17.8％減、２億72百万円減）、海外向け売上

１億44百万円（前年同期比43.6％減、１億11百万円減）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、１億82百万円（前年同期比7.8％減、15百万円減）となりました。

「産業機械部門」 

 産業機械部門の売上高は、32百万円（前年同期比16.2％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２億15百万円減少し、106億２百万円となり

ました。これは主に、有形固定資産その他が１億29百万円増加したものの、現金及び預金が１億33百万円、有価証

券が69百万円、受取手形及び売掛金が58百万円、機械装置及び運搬具が47百万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１億78百万円減少し、15億７百万円となりまし

た。これは主に、買掛金が71百万円増加したものの、未払法人税等が１億22百万円、賞与引当金が80百万円、長期

借入金が21百万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37百万円減少し、90億94百万円となりまし

た。これは、為替換算調整勘定が７百万円増加したものの、利益剰余金が18百万円、その他有価証券評価差額金が

25百万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。
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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１四半期連結累

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１四半期連結会計期間 

(平成27年７月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,627,661 2,494,320 

受取手形及び売掛金 1,644,171 1,585,717 

電子記録債権 276,061 295,504 

有価証券 1,800,016 1,730,019 

商品及び製品 250,642 211,957 

仕掛品 111,830 137,360 

原材料及び貯蔵品 101,791 110,690 

その他 142,726 110,192 

流動資産合計 6,954,902 6,675,763 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 739,765 725,907 

機械装置及び運搬具（純額） 681,782 634,637 

その他（純額） 843,355 973,328 

有形固定資産合計 2,264,903 2,333,873 

無形固定資産 3,326 2,835 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,106,898 1,098,613 

関係会社株式 195,644 196,310 

その他 306,639 308,995 

貸倒引当金 △14,378 △14,378 

投資その他の資産合計 1,594,803 1,589,540 

固定資産合計 3,863,034 3,926,249 

資産合計 10,817,936 10,602,012 

負債の部    

流動負債    

買掛金 250,432 322,229 

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 12,084 

賞与引当金 165,105 84,750 

その他 358,260 340,669 

流動負債合計 992,857 843,733 

固定負債    

長期借入金 159,000 138,000 

役員退職慰労引当金 219,212 220,041 

退職給付に係る負債 172,041 175,615 

その他 143,578 130,493 

固定負債合計 693,832 664,150 

負債合計 1,686,690 1,507,883 
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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１四半期連結会計期間 

(平成27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 7,115,440 7,096,456 

自己株式 △6,547 △6,547 

株主資本合計 8,165,135 8,146,151 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 431,926 406,749 

為替換算調整勘定 534,184 541,227 

その他の包括利益累計額合計 966,111 947,977 

純資産合計 9,131,246 9,094,128 

負債純資産合計 10,817,936 10,602,012 
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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26年５月１日 

 至 平成26年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成27年７月31日) 

売上高 2,085,260 1,664,994 

売上原価 1,651,726 1,338,033 

売上総利益 433,534 326,960 

販売費及び一般管理費 246,658 223,159 

営業利益 186,875 103,801 

営業外収益    

受取利息 2,619 2,394 

受取配当金 11,466 11,889 

助成金収入 － 5,674 

為替差益 － 2,661 

持分法による投資利益 872 666 

その他 1,904 1,738 

営業外収益合計 16,863 25,025 

営業外費用    

支払利息 139 341 

為替差損 5,562 － 

営業外費用合計 5,702 341 

経常利益 198,036 128,485 

税金等調整前四半期純利益 198,036 128,485 

法人税、住民税及び事業税 36,210 7,316 

法人税等調整額 40,690 38,274 

法人税等合計 76,901 45,590 

四半期純利益 121,135 82,894 

親会社株主に帰属する四半期純利益 121,135 82,894 
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（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26年５月１日 

 至 平成26年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成27年７月31日) 

四半期純利益 121,135 82,894 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 15,329 △25,176 

為替換算調整勘定 △27,070 7,043 

その他の包括利益合計 △11,741 △18,133 

四半期包括利益 109,394 64,760 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 109,394 64,760 

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。

事業部門の名称
当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日

至 平成27年７月31日）
前年同四半期比（％）

建設機械（千円） 1,406,802 △21.5%

自動車関連（千円） 182,980 △7.8%

産業機械（千円） 32,795 △16.2%

その他（千円） 42,416 △24.7%

合計（千円） 1,664,994 △20.2%

（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。

相手先

前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年５月１日

至 平成26年７月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日
至 平成27年７月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 430,682 20.7 373,721 22.4

コマツ物流㈱ 250,447 12.0 187,462 11.3

 

以上
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