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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(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3月期第1四半期 2,524 22.0 270 37.8 267 37.7 168 34.2
25年3月期第1四半期 2,070 38.2 196 548.5 194 492.0 125 209.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 208百万円 （43.2％） 25年3月期第1四半期 145百万円 （356.1％）

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3月期第1四半期 29.37 ―
25年3月期第1四半期 21.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 10,376 4,673 45.0 812.78
25年3月期 10,238 4,522 44.2 786.60
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,673百万円 25年3月期  4,522百万円

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 8.50 8.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 4,300 2.4 310 △22.6 310 △22.6 180 △28.6 31.30
通期 8,600 1.5 620 4.6 610 0.7 360 △23.4 62.61



(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  ：  有  

(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、金融商品取引法に基づく
四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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3月期1Q 6,200,000 株 25年3月期 6,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 450,116 株 25年3月期 450,116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,749,884 株 25年3月期1Q 5,751,161 株
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（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わが国経済は、新政権による経済政策への期待感から円安・株高が進行し、

景気の緩やかな持ち直し傾向が見られたものの、欧州や新興国経済に対する不安感は解消されておらず、依然とし

て先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境のもとで当社グループは、主力商品の油圧ブレーカー、圧砕機、環境関連機器の販売に注力しま

した結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 %増）、営業利益 百万円

（前年同期比 %増）、経常利益 百万円（前年同期比 %増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 %

増）となりました。 

当第１四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

国内事業は、売上高全体で 百万円（前年同期比 %増）となっており、油圧ブレーカーの売上高は 百

万円（前年同期比 %増）、圧砕機は 百万円（前年同期比 %増）、環境機械に関しては 百万円（前年同

期比 %増）となりました。また、原材料売上高は 百万円（前年同期比 %増）及び修理売上高は 百万円

（前年同期比 %増）となりました。 

海外事業は、売上高 百万円（前年同期比 %減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。商品及び製品が 百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が 百万円増加したこと

が主な要因です。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり 百

万円減少しました。長期借入金（１年内返済予定含む）が 百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が 百

万円、短期借入金が 百万円、未払法人税等が 百万円それぞれ減少したことが主な要因です。 

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。四半期純利益 百万円を計上したことが主な要因です。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

現段階において平成25年５月10日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の見通しを変更しており

ません。 

   

（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 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,524 22.0 270

37.8 267 37.7 168 34.2

2,163 27.6 154

10.1 825 32.8 425

61.5 285 9.5 168

15.8

360 3.7

10,376 10,238

137 63 207

5,703 5,716 13

335 151

102 131

4,673 4,522

150 168

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,267,178 2,142,896

受取手形及び売掛金 2,488,667 2,696,149

商品及び製品 1,426,793 1,363,650

原材料及び貯蔵品 1,190,865 1,311,443

その他 259,402 255,987

貸倒引当金 △6,510 △6,616

流動資産合計 7,626,397 7,763,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,516 490,259

機械装置及び運搬具（純額） 307,709 294,368

土地 1,423,710 1,423,710

その他（純額） 12,817 34,991

有形固定資産合計 2,242,753 2,243,329

無形固定資産   

その他 132,678 129,993

無形固定資産合計 132,678 129,993

投資その他の資産   

その他 242,157 246,254

貸倒引当金 △4,996 △6,698

投資その他の資産合計 237,161 239,555

固定資産合計 2,612,593 2,612,878

資産合計 10,238,991 10,376,388



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,175,116 2,024,083

短期借入金 1,912,000 1,810,000

1年内返済予定の長期借入金 321,574 403,523

未払法人税等 245,463 114,253

賞与引当金 98,841 49,600

役員賞与引当金 42,670 －

固定資産撤去費用引当金 12,358 －

その他 277,082 470,538

流動負債合計 5,085,106 4,871,999

固定負債   

長期借入金 273,805 527,386

退職給付引当金 270,368 271,673

役員退職慰労引当金 80,705 －

その他 6,169 31,946

固定負債合計 631,048 831,005

負債合計 5,716,154 5,703,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,000,265

利益剰余金 2,670,807 2,782,210

自己株式 △126,211 △126,211

株主資本合計 4,594,561 4,705,964

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,746 21,084

繰延ヘッジ損益 106 △517

為替換算調整勘定 △91,577 △53,148

その他の包括利益累計額合計 △71,724 △32,581

純資産合計 4,522,836 4,673,383

負債純資産合計 10,238,991 10,376,388



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,070,010 2,524,485

売上原価 1,423,214 1,772,466

売上総利益 646,796 752,019

販売費及び一般管理費 450,658 481,737

営業利益 196,137 270,282

営業外収益   

受取利息 4,134 1,616

受取配当金 275 1,002

為替差益 3,841 2,536

固定資産売却益 1,389 2,561

その他 1,546 820

営業外収益合計 11,187 8,537

営業外費用   

支払利息 8,426 8,027

債権売却損 1,191 2,022

その他 3,401 1,119

営業外費用合計 13,018 11,168

経常利益 194,306 267,650

税金等調整前四半期純利益 194,306 267,650

法人税等 68,466 98,748

少数株主損益調整前四半期純利益 125,840 168,902

四半期純利益 125,840 168,902



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,840 168,902

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △713 1,338

繰延ヘッジ損益 △5,111 △624

為替換算調整勘定 25,312 38,429

その他の包括利益合計 19,487 39,143

四半期包括利益 145,328 208,045

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 145,328 208,045

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,695,163  374,847  2,070,010  －  2,070,010

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 32,687  8,724  41,412 ( )41,412  －

計  1,727,850  383,571  2,111,422 ( )41,412  2,070,010

セグメント利益  163,885  32,044  195,929  208  196,137

208 208

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,163,559  360,926  2,524,485  －  2,524,485

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 45,672  －  45,672 ( )45,672  －

計  2,209,231  360,926  2,570,158 ( )45,672  2,524,485

セグメント利益  238,998  32,273  271,272  △989  270,282

△989 △989
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