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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、景気先行きの不透明さから消費の足踏み状態が続き、英国の

EU離脱に伴う円高傾向や中国経済の減速などで輸出が伸び悩み、総じて低調に推移いたしました。世界経済は、米

国の個人消費が堅調となる一方、ASEAN諸国では成長鈍化が継続し、中国でも減速傾向が続いており依然として先

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

ましては、米国の一般ユーザーの需要は引き続き堅調に推移しましたが、ブラジルなど中南米で建機・鉱山機械の

需要が低調に推移し、インドネシアでは石炭の減産に伴い鉱山機械の需要が低調に推移いたしました。

 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15億46百万円（前年同期比7.1％減、１億18百万円減）、経常利益１億

円（前年同期比21.6％減、27百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益74百万円（前年同期比10.5％減、８

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11億38百万円（前年同期比9.8％減、１億23百万円減）、海外向け売上

１億94百万円（前年同期比34.8％増、50百万円増）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。

「自動車関連部門」

 自動車関連部門の売上高は、１億38百万円（前年同期比24.2％減、44百万円減）となりました。

「産業機械部門」

 産業機械部門の売上高は、24百万円（前年同期比24.1％減、７百万円減）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29百万円増加し、103億61百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が１億26百万円、電子記録債権が65百万円,投資有価証券が45百万円それぞれ増加

したものの、受取手形及び売掛金が88百万円、有価証券が30百万円、流動資産その他が35百万円、建物及び構築物

が16百万円、機械装置及び運搬具が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。

（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、13億79百万円となりました。

これは主に、買掛金が66百万円、流動負債その他が84百万円それぞれ増加したものの、賞与引当金が77百万円、長

期借入金が21百万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33百万円減少し、89億81百万円となりまし

た。これは、その他有価証券評価差額金が27百万円増加したものの、利益剰余金が27百万円、為替換算調整勘定が

33百万円それぞれ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28年６月３日の「平成28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 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年４月30日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年７月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,522,962 2,649,000 

受取手形及び売掛金 1,468,924 1,380,496 

電子記録債権 387,878 453,705 

有価証券 1,830,023 1,800,009 

商品及び製品 187,021 186,802 

仕掛品 117,742 120,321 

原材料及び貯蔵品 94,121 104,113 

その他 119,960 84,318 

流動資産合計 6,728,634 6,778,768 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,020,187 1,003,386 

機械装置及び運搬具（純額） 534,789 492,088 

その他（純額） 692,422 693,161 

有形固定資産合計 2,247,400 2,188,636 

無形固定資産 1,652 1,542 

投資その他の資産    

投資有価証券 885,125 930,910 

関係会社株式 202,038 201,871 

その他 281,854 274,118 

貸倒引当金 △14,378 △14,378 

投資その他の資産合計 1,354,639 1,392,521 

固定資産合計 3,603,692 3,582,699 

資産合計 10,332,326 10,361,468 

負債の部    

流動負債    

買掛金 249,684 316,315 

1年内返済予定の長期借入金 84,000 84,000 

未払法人税等 - 4,283 

賞与引当金 157,630 79,823 

その他 270,765 355,658 

流動負債合計 762,079 840,080 

固定負債    

長期借入金 75,000 54,000 

役員退職慰労引当金 225,446 217,372 

退職給付に係る負債 179,114 181,693 

その他 75,142 86,337 

固定負債合計 554,703 539,403 

負債合計 1,316,783 1,379,483 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年４月30日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28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 7,172,778 7,145,103 

自己株式 △6,595 △6,595 

株主資本合計 8,222,424 8,194,749 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 294,899 322,486 

為替換算調整勘定 498,219 464,748 

その他の包括利益累計額合計 793,118 787,235 

純資産合計 9,015,543 8,981,984 

負債純資産合計 10,332,326 10,361,468 
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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27年５月１日 

 至 平成27年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年５月１日 
 至 平成28年７月31日) 

売上高 1,664,994 1,546,236 

売上原価 1,338,033 1,235,877 

売上総利益 326,960 310,359 

販売費及び一般管理費 223,159 220,039 

営業利益 103,801 90,320 

営業外収益    

受取利息 2,394 1,632 

受取配当金 11,889 12,821 

助成金収入 5,674 － 

為替差益 2,661 － 

持分法による投資利益 666 － 

その他 1,738 950 

営業外収益合計 25,025 15,403 

営業外費用    

支払利息 341 184 

為替差損 － 4,641 

持分法による投資損失 － 166 

営業外費用合計 341 4,992 

経常利益 128,485 100,731 

税金等調整前四半期純利益 128,485 100,731 

法人税、住民税及び事業税 7,316 1,924 

法人税等調整額 38,274 24,604 

法人税等合計 45,590 26,529 

四半期純利益 82,894 74,201 

親会社株主に帰属する四半期純利益 82,894 74,201 
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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27年５月１日 

 至 平成27年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年５月１日 
 至 平成28年７月31日) 

四半期純利益 82,894 74,201 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △25,176 27,587 

為替換算調整勘定 7,043 △33,470 

その他の包括利益合計 △18,133 △5,883 

四半期包括利益 64,760 68,318 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 64,760 68,318 

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28年５月１日

至 平成28年７月31日）
前年同四半期比（％）

建設機械（千円） 1,333,636 △5.2

自動車関連（千円） 138,676 △24.2%

産業機械（千円） 24,906 △24.1%

その他（千円） 49,017 15.6%

合計（千円） 1,546,236 △7.1%

（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27年５月１日
至 平成27年７月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年５月１日
至 平成28年７月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 373,721 22.4 317,574 20.5

コマツ物流㈱ 187,462 11.3 188,520 12.2

 

以上
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