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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 7,247 △8.6 167 △1.3 209 20.0 123 14.1
23年3月期第1四半期 7,929 64.0 169 ― 174 ― 108 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 112百万円 （27.4％） 23年3月期第1四半期 88百万円 （―％）

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 19.42 ―

23年3月期第1四半期 17.03 ―

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 26,463 9,948 37.6
23年3月期 26,353 9,899 37.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,948百万円 23年3月期  9,899百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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) 13,500 △7.2 200 △52.5 200 △51.8 100 △57.0 15.70
通期 27,000 △5.4 500 △33.5 500 △31.7 300 △29.1 47.11



(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  ：  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は終了していません。 

※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、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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 6,615,070 株 23年3月期 6,615,070 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 246,891 株 23年3月期 246,891 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,368,179 株 23年3月期1Q 6,368,249 株



  

１. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

(１) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２. サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………３ 

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

(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 

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

(１) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

(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 …………………………６ 

(３) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

(４) セグメント情報 ………………………………………………………………………８ 

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

○添付資料の目次

㈱南陽(7417) 平成24年3月期 第1四半期決算短信

-1-



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、サプライチェーンが

寸断され、製造業においては稼働率の低下を余儀なくされるとともに、原発事故を発端とした電力問題

により、非常に不安定な状況の中で推移しました。 

このような状況の中、当社グループの連結業績につきましては、概ね計画通りに推移した結果、売上

高は7,247百万円（前年同期比8.6％減）、営業利益は167百万円（前年同期比1.3％減）、経常利益は

209百万円（前年同期比20.0％増）、四半期純利益は123百万円（前年同期比14.1％増）となりました。

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

建設機械事業におきましては、震災の影響により新車の納期遅延が発生するとともに、中古建設機

械の販売につきましても更新需要が低迷する中、既存顧客への提案強化に努めるとともに、新たな市

場の開拓と高付加価値商品の販売強化にも努めてまいりました。この結果、売上高は3,164百万円

（前年同期比18.4％減）、セグメント利益は23百万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

  

産業機器事業におきましては、大手電子部品・半導体メーカーの震災による影響は一部を除き限定

的なものにとどまる中、スマートフォンを始めとした開発案件の提案強化により、電子部品・半導体

製造装置の販売が好調に推移するとともに、消耗部品・生産部品の販売につきましても安定して推移

いたしました。この結果、売上高は3,943百万円（前年同期比0.9％増）、セグメント利益は197百万

円（前年同期比1.8％増）となりました。 

  

砕石事業におきましては、民間工事は持ち直しの兆しが見え始めたものの、公共工事は低迷を続け

る中、補修工事や護岸工事を始めとした中小規模の工事の受注獲得に努めてまいりました。この結

果、売上高は139百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益は27百万円（前年同期比11.0％減）

となりました。 

  

資産は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加（0.4％増）し、26,463百万円となりました。増減の

主な内容は、貸与資産が374百万円、現金及び預金が214百万円それぞれ減少したものの、受取手形及び

売掛金が641百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加（0.4％増）し、16,515百万円となりました。増減の

主な内容は、支払手形及び買掛金が254百万円、リース債務が135百万円それぞれ減少したものの、短期

借入金が521百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ48百万円増加（0.5％増）し、9,948百万円となりました。増減の

主な内容は、利益剰余金が59百万円増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は37.6％と前連結会計年度末と同等の水準で推移いたしました。 

  

当第１四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており、業績予想の修正はありません。 

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

① 建設機械事業

② 産業機器事業

③ 砕石事業

（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 1,923,407 1,708,847

受取手形及び売掛金 12,971,719 13,612,767

商品及び製品 1,555,801 1,683,589

貯蔵品 2,681 4,690

その他 1,032,880 907,599

貸倒引当金 △441,344 △459,440

流動資産合計 17,045,146 17,458,055

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 5,416,735 5,042,234

その他（純額） 1,913,376 2,054,721

有形固定資産合計 7,330,111 7,096,956

無形固定資産 51,222 46,826

投資その他の資産

投資有価証券 913,730 927,204

その他 1,371,441 1,311,913

貸倒引当金 △384,900 △404,715

投資その他の資産合計 1,900,271 1,834,402

固定資産合計 9,281,605 8,978,185

繰延資産

開発費 26,507 27,635

繰延資産合計 26,507 27,635

資産合計 26,353,259 26,463,875

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,094,036 6,839,564

短期借入金 2,565,000 3,086,781

1年内返済予定の長期借入金 900,000 900,000

リース債務 2,075,569 1,940,322

未払法人税等 116,370 29,801

賞与引当金 159,734 86,861

割賦利益繰延 1,154,360 1,191,164

その他 1,021,197 1,105,017

流動負債合計 15,086,267 15,179,512

固定負債

長期借入金 525,000 500,000

退職給付引当金 278,347 267,058

役員退職慰労引当金 89,576 86,189

その他の引当金 344,699 347,883

その他 129,457 134,680

固定負債合計 1,367,079 1,335,811

負債合計 16,453,347 16,515,324
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,181,875 1,181,875

資本剰余金 1,015,305 1,015,305

利益剰余金 7,870,993 7,930,991

自己株式 △230,922 △230,922

株主資本合計 9,837,250 9,897,249

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 121,675 116,219

為替換算調整勘定 △59,014 △64,917

その他の包括利益累計額合計 62,660 51,301

純資産合計 9,899,911 9,948,551

負債純資産合計 26,353,259 26,463,875
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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 7,929,841 7,247,181

売上原価 6,841,528 6,224,728

差引売上総利益 1,088,313 1,022,452

割賦販売未実現利益戻入額 121,060 118,385

割賦販売未実現利益繰入額 179,579 146,724

売上総利益 1,029,794 994,113

販売費及び一般管理費 860,047 826,611

営業利益 169,746 167,501

営業外収益

受取利息 4,185 4,552

受取配当金 5,652 8,194

持分法による投資利益 4,603 14,617

貸倒引当金戻入額 － 20,045

その他 29,546 24,828

営業外収益合計 43,987 72,239

営業外費用

支払利息 34,501 26,630

その他 4,533 3,476

営業外費用合計 39,035 30,107

経常利益 174,698 209,633

特別利益

固定資産売却益 339 3,001

関係会社株式売却益 2,000 －

貸倒引当金戻入額 27,982 －

償却債権取立益 1,792 －

その他 2,289 －

特別利益合計 34,405 3,001

特別損失

固定資産売却損 － 315

固定資産除却損 619 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,566 －

特別損失合計 2,185 335

税金等調整前四半期純利益 206,918 212,298

法人税、住民税及び事業税 54,801 30,842

法人税等調整額 43,686 57,761

法人税等合計 98,488 88,603

少数株主損益調整前四半期純利益 108,430 123,695

四半期純利益 108,430 123,695
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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利益 108,430 123,695

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,302 △3,739

為替換算調整勘定 － △14,455

持分法適用会社に対する持分相当額 7,031 6,836

その他の包括利益合計 △20,270 △11,359

四半期包括利益 88,159 112,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 88,159 112,336
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

  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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額77,803千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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。 

  

Ⅱ 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) 

  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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額80,451千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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。 

  
  

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）セグメント情報

【セグメント情報】

(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建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計

売上高

  (1) 外部顧客への売上高 3,877,831 3,908,415 143,594 7,929,841 ― 7,929,841

  (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

25,890 973 ― 26,863 △26,863 ―

計 3,903,721 3,909,389 143,594 7,956,705 △26,863 7,929,841

セグメント利益 22,881 194,261 30,406 247,550 △77,803 169,746

(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建設機械事業 産業機器事業 砕石事業 計

売上高

  (1) 外部顧客への売上高 3,164,161 3,943,910 139,109 7,247,181 ― 7,247,181

  (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,759 3,015 ― 18,774 △18,774 ―

計 3,179,920 3,946,926 139,109 7,265,956 △18,774 7,247,181

セグメント利益 23,086 197,816 27,050 247,953 △80,451 167,501

（５）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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