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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 5,122 △11.5 △707 ― △669 ― △442 ―

23年3月期第1四半期 5,790 △6.5 △631 ― △652 ― △829 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △467百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △925百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △5.58 ―

23年3月期第1四半期 △10.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 55,143 41,822 75.8
23年3月期 58,821 43,301 72.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  41,822百万円 23年3月期  42,687百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 16,500 2.5 300 262.2 400 380.0 200 ― 2.52
通期 35,000 2.3 1,750 178.6 2,000 175.8 1,100 ― 13.85



(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  
新規 ― 社  （              ―              ） 、 除外 ― 社 （              ―              ） 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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
半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、経済情勢・為替変動等に関わるリスクや不確実
性により、予想と大きく異なる可能性があります。 
・業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 79,453,250 株 23年3月期 79,453,250 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 22,430 株 23年3月期 22,278 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 79,430,911 株 23年3月期1Q 79,432,125 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、本年

３月11日に発生しました東日本大震災と原子力発電所事故の影響により経済活動の停滞や電力不足問

題等が懸念され、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境の中で、当グループでは東日本大震災等により生産部品の一部で供給遅延が発生

し、製品の生産・出荷に影響を受けましたが、６月からは部品供給問題も順次解消されつつあり、夏

場の電力抑制の対応もありますが、生産・販売の遅れを挽回すべく取り組んでおります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高５１億２千２百万円（前年同四半

期比１１.５％減）となりました。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は２８億８千４百万円

（前年同四半期比１３.７％減）、中古車売上高は３億６千万円（前年同四半期比１.７％減）、部

品・修理売上高は１８億２百万円（前年同四半期比６.３％増）、その他売上高は７千５百万円（前

年同四半期比８０.５％減）となりました。利益につきましては、営業損失は７億７百万円（前年同

四半期営業損失６億３千１百万円）となり、経常損失は６億６千９百万円（前年同四半期経常損失６

億５千２百万円）となりました。また、四半期純損失は４億４千２百万円（前年同四半期四半期純損

失８億２千９百万円）となりました。 

  

①資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、９.２％減少し、３４６億４千４百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が３９億５千２百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、０.７％減少し、２０４億９千８百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、６.３％減少し、５５１億４千３百万円となり

ました。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、２０.３％減少し、８６億５百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が１２億７千５百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、０.２％減少し、４７億１千５百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、１４.２％減少し、１３３億２千１百万円と

なりました。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、３.４％減少し、４１８億２千２百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が８億４千万円、少数株主持分が６億１千４百万円減少したことなどに

よります。 

  

平成24年３月期第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成23年６月13日に公表いたしま

した業績予想から変更はございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,985 623,643

預け金 22,640,174 22,707,344

受取手形及び売掛金 9,669,767 5,717,744

商品及び製品 799,345 724,656

仕掛品 1,063,284 1,753,823

原材料及び貯蔵品 1,786,698 1,534,871

繰延税金資産 599,197 810,316

その他 429,273 779,494

貸倒引当金 △9,191 △7,256

流動資産合計 38,168,534 34,644,638

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,654,106 4,356,649

機械装置及び運搬具（純額） 1,209,749 1,059,930

土地 8,727,100 8,727,100

その他（純額） 785,055 508,855

有形固定資産合計 15,376,012 14,652,535

無形固定資産 946,709 832,918

投資その他の資産

投資有価証券 2,863,263 2,737,772

繰延税金資産 1,124,995 1,154,595

その他 395,549 1,186,579

貸倒引当金 △53,176 △65,445

投資その他の資産合計 4,330,631 5,013,502

固定資産合計 20,653,353 20,498,955

資産合計 58,821,887 55,143,594
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,100,887 5,825,329

未払法人税等 80,878 24,364

役員賞与引当金 59,000 15,000

製品保証引当金 20,800 13,200

その他 3,533,356 2,727,362

流動負債合計 10,794,922 8,605,256

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 798,772 798,772

退職給付引当金 3,074,279 3,079,387

役員退職慰労引当金 154,500 155,510

その他 697,995 682,291

固定負債合計 4,725,547 4,715,961

負債合計 15,520,470 13,321,217

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,348 9,923,348

利益剰余金 24,528,648 23,688,565

自己株式 △13,890 △13,946

株主資本合計 44,863,431 44,023,293

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 626,398 502,803

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △281,194 △182,200

その他の包括利益累計額合計 △2,176,317 △2,200,917

少数株主持分 614,302 －

純資産合計 43,301,417 41,822,376

負債純資産合計 58,821,887 55,143,594
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 5,790,999 5,122,497

売上原価 5,098,064 4,648,177

売上総利益 692,935 474,320

販売費及び一般管理費 1,324,471 1,182,058

営業損失（△） △631,536 △707,738

営業外収益

受取利息 16,610 22,578

受取配当金 31,051 32,956

持分法による投資利益 － 13

その他 10,484 14,724

営業外収益合計 58,146 70,272

営業外費用

為替差損 71,016 28,795

その他 8,481 2,813

営業外費用合計 79,498 31,608

経常損失（△） △652,887 △669,073

特別利益

固定資産売却益 － 376

関係会社出資金譲渡益 － 34,792

特別利益合計 － 35,168

特別損失

固定資産売却損 1,246 －

固定資産除却損 4,542 2

投資有価証券評価損 27,133 15,164

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,296 －

特別損失合計 43,219 15,167

税金等調整前四半期純損失（△） △696,106 △649,072

法人税、住民税及び事業税 32,018 16,738

法人税等還付税額 △32,019 －

法人税等調整額 122,108 △222,882

法人税等合計 122,108 △206,144

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △818,215 △442,928

少数株主利益 10,922 －

四半期純損失（△） △829,138 △442,928
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △818,215 △442,928

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △171,943 △123,594

為替換算調整勘定 64,691 73,474

持分法適用会社に対する持分相当額 － 25,520

その他の包括利益合計 △107,252 △24,600

四半期包括利益 △925,467 △467,528

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △944,000 △467,528

少数株主に係る四半期包括利益 18,532 －
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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