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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 4,987 18.8 450 12.6 448 11.9 270 7.4
25年3月期第2四半期 4,197 15.7 400 51.7 400 47.5 252 3.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 330百万円 （29.1％） 25年3月期第2四半期 255百万円 （20.0％）

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2四半期 46.87 46.86
25年3月期第2四半期 43.82 ―

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2四半期 10,069 4,860 48.1 827.34
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2四半期  4,845百万円 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  ：  有   

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 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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、対前期増減率）

（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

通期 9,500 12.1 800 35.0 800 32.1 470 0.0 81.36



(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2Q 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2Q 325,116 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2Q 5,776,523 株 25年3月期2Q 5,751,026 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果等により企業業績や雇用情勢に改善の兆し

が見られ、緩やかに回復いたしました。 

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２四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２四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 %減）、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。利益については、セグメント利益 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 %増）となりました。利益については、セグメント利益 百万円

（前年同期比 %増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 当第２四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

百万円減少しました。受取手形及び売掛金が 百万円、有形固定資産のその他（純額）が 百万円、投資有

価証券が 百万円増加しましたが、現金及び預金が 百万円減少したことが主な要因です。 

（負債の部） 

 当第２四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、役員退職慰労引当金が 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２四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 

 連結業績予想につきましては、平成25年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のと

おりです。 

  

（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２四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

4,987 18.8 450

12.6 448 11.9 270 7.4

4,200 20.5 314

6.4 1,701 23.3 782

44.2 574 10.2 342

15.9 406 12.7

786 10.8 45

15.8

10,069 10,238

169 181 147

83 698

5,208 5,716 507

224 386

80 62 54

4,860 4,522

337 270

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,267,178 1,569,129

受取手形及び売掛金 2,488,667 2,670,261

商品及び製品 1,426,793 1,439,030

原材料及び貯蔵品 1,190,865 1,223,947

その他 259,402 273,679

貸倒引当金 △6,510 △4,240

流動資産合計 7,626,397 7,171,809

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,516 558,650

機械装置及び運搬具（純額） 307,709 275,647

土地 1,423,710 1,444,838

その他（純額） 12,817 159,858

有形固定資産合計 2,242,753 2,438,994

無形固定資産   

その他 132,678 127,319

無形固定資産合計 132,678 127,319

投資その他の資産   

その他 242,157 343,680

貸倒引当金 △4,996 △12,259

投資その他の資産合計 237,161 331,420

固定資産合計 2,612,593 2,897,735

資産合計 10,238,991 10,069,544



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,175,116 1,788,543

短期借入金 1,912,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 321,574 393,524

未払法人税等 245,463 190,796

賞与引当金 98,841 108,516

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 277,082 144,271

流動負債合計 5,085,106 4,475,651

固定負債   

長期借入金 273,805 426,788

退職給付引当金 270,368 275,251

役員退職慰労引当金 80,705 －

その他 6,169 31,308

固定負債合計 631,048 733,348

負債合計 5,716,154 5,208,999

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 1,015,265

利益剰余金 2,670,807 2,884,025

自己株式 △126,211 △91,211

株主資本合計 4,594,561 4,857,779

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 41,373

繰延ヘッジ損益 106 △822

為替換算調整勘定 △91,577 △52,620

その他の包括利益累計額合計 △71,724 △12,068

新株予約権 － 14,834

純資産合計 4,522,836 4,860,545

負債純資産合計 10,238,991 10,069,544



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,197,463 4,987,327

売上原価 2,883,093 3,532,522

売上総利益 1,314,370 1,454,804

販売費及び一般管理費 913,837 1,003,999

営業利益 400,532 450,804

営業外収益   

受取利息 3,609 2,449

受取配当金 275 1,002

為替差益 2,086 －

受取保険金 12,202 －

固定資産売却益 4,898 12,641

その他 2,621 4,316

営業外収益合計 25,694 20,409

営業外費用   

支払利息 16,877 16,114

債権売却損 2,604 3,813

為替差損 － 1,068

その他 5,990 1,579

営業外費用合計 25,471 22,575

経常利益 400,755 448,637

税金等調整前四半期純利益 400,755 448,637

法人税等 148,733 177,920

少数株主損益調整前四半期純利益 252,021 270,717

四半期純利益 252,021 270,717



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 252,021 270,717

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,496 21,627

繰延ヘッジ損益 △3,520 △928

為替換算調整勘定 8,865 38,957

その他の包括利益合計 3,847 59,656

四半期包括利益 255,869 330,373

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 255,869 330,373

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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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  3,487,246  710,217  4,197,463  －  4,197,463

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 70,041  10,694  80,735 ( )80,735  －

計  3,557,287  720,911  4,278,199 ( )80,735  4,197,463

セグメント利益  360,517  38,865  399,382  1,150  400,532

1,150

  （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  4,200,482  786,845  4,987,327  －  4,987,327

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 90,352  5,000  95,352 ( )95,352  －

計  4,290,834  791,845  5,082,679 ( )95,352  4,987,327

セグメント利益  406,254  45,022  451,276 ( )471  450,804

△471
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