
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 北越工業 株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6364 URL http://www.airman.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 社長 （氏名） 吉岡 謙一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 管理本部長 （氏名） 上原 均 TEL (0256) 93-5571
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 12,904 24.1 1,022 408.3 894 360.8 452 306.1
23年3月期第2四半期 10,399 40.3 201 ― 194 ― 111 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 444百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 20百万円 （―％）

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2四半期 15.40 ―
23年3月期第2四半期 3.77 ―

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

24年3月期第2四半期 22,864 10,841 47.1 366.07
23年3月期 19,160 10,487 54.3 354.05
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,758百万円 23年3月期  10,406百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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、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 25,000 14.0 1,480 198.1 1,450 174.2 780 137.3 26.54

tsuyoshi_oda
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(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、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３
ページ「１ 当四半期決算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」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2Q 30,165,418 株 23年3月期 30,165,418 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 776,067 株 23年3月期 771,907 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 29,391,766 株 23年3月期2Q 29,592,201 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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る低迷から脱し、復

調の途上にありますが、米国経済の停滞、欧州の債務問題、それに伴う円高の長期化懸念等不安定

さが増す状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループは、寸断されたサプライチェーンの復旧に努め早期の完全

復旧を図りました。国内におきましては、震災復旧及び計画停電向けに発電機と工場向けエンジン

コンプレッサの需要が伸び、売上が増加いたしました。 

なお、海外につきましては、為替が円高に推移したことや中国経済の金融引き締め等により、全

体として依然厳しい状況が続いております。 

その結果、売上高は国内が9,102百万円、海外が3,801百万円となり、全体では12,904百万円（前

年同期比24.1％増）となりました。 

損益につきましては、売上高の増加により、営業利益は1,022百万円（前年同期比408.3％増）、

経常利益は894百万円（前年同期比360.8％増）、四半期純利益は452百万円（前年同期比306.1％

増）となりました。 

  

セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。 

① 建設機械事業 

建設機械事業では、輸出が中国の需要減に伴い前年同期を若干下回ったものの、国内は電力使用

抑制による発電機やエンジンコンプレッサの出荷が堅調に推移した結果、売上高は10,033百万円

（前年同期比18.6％増）となりました。 

  

② 産業機械事業 

産業機械事業では、工場設備用コンプレッサの屋外設置仕様や非常用発電機の需要を取り込ん

で、売上高は2,870百万円（前年同期比48.0％増）となりました。 

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況) 

① 流動資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産残高は、前連結会計年度末に比べ3,715百万円

増加し、16,568百万円となりました。これは主に、「３ 四半期連結財務諸表、(3) 四半期連結

キャッシュ・フロー計算書」に記載のとおり現金及び預金が増加したこと、売上高の増加により

受取手形及び売掛金が増加したこと及び売上増に伴う生産増加により商品及び製品が増加したこ

とによるものであります。 

  

② 固定資産 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産残高は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少

し、6,295百万円となりました。これは主に、営業所移転用の土地取得等により有形固定資産が

増加したこと、減価償却により無形固定資産が減少したこと及び時価の下落により投資有価証券

が減少したことによるものであります。 

  

③ 流動負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債残高は、前連結会計年度末に比べ3,883百万円

増加し、9,833百万円となりました。これは主に、生産の増加により支払手形及び買掛金が増加

したこと、運転資金調達に伴うコミットメントライン借入実行により短期借入金が増加したこと

及び振替により１年内償還予定の社債が増加したことによるものであります。 

  

１ 当四半期決算に関する定性的情報
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④ 固定負債 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債残高は、前連結会計年度末に比べ534百万円減

少し、2,189百万円となりました。これは主に、１年内償還予定の社債への振替により社債が減

少したこと及び役員の退任により役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。 

  

⑤ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末に比べ354百万円増加

し、10,841百万円となりました。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものでありま

す。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ520百

万円増加し、3,540百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。  

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、395百万円の収入超過となりました。これは主に、売

上債権の増加及び仕入債務の増加等によるものであります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、353百万円の支出超過となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出等によるものであります。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、454百万円の収入超過となりました。これは主に、短

期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出及び配当金の支払額等によるものでありま

す。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成23年６月15日に公表

いたしました業績予想から変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

   

(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 

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 

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
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,020,761 3,540,935

受取手形及び売掛金 7,177,493 9,224,695

商品及び製品 1,629,447 2,721,143

仕掛品 166,014 191,570

原材料及び貯蔵品 435,066 428,777

繰延税金資産 143,435 297,518

その他 283,040 166,915

貸倒引当金 △1,776 △2,780

流動資産合計 12,853,484 16,568,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,263,152 4,277,460

減価償却累計額 △3,378,517 △3,409,834

建物及び構築物（純額） 884,635 867,625

機械装置及び運搬具 5,822,449 5,832,168

減価償却累計額 △4,911,316 △4,985,839

機械装置及び運搬具（純額） 911,133 846,329

土地 1,614,352 1,738,708

建設仮勘定 18,157 83,721

その他 1,078,619 1,113,969

減価償却累計額 △989,062 △1,016,357

その他（純額） 89,557 97,611

有形固定資産合計 3,517,836 3,633,996

無形固定資産 303,181 274,366

投資その他の資産   

投資有価証券 1,548,893 1,448,881

繰延税金資産 692,819 694,196

その他 289,945 282,609

貸倒引当金 △45,349 △38,791

投資その他の資産合計 2,486,308 2,386,895

固定資産合計 6,307,326 6,295,259

資産合計 19,160,810 22,864,034
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,568,910 6,860,044

短期借入金 101,706 650,000

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払法人税等 167,295 530,202

賞与引当金 251,399 514,214

役員賞与引当金 26,000 11,890

その他 834,539 767,459

流動負債合計 5,949,851 9,833,811

固定負債   

社債 500,000 －

退職給付引当金 1,809,578 1,839,944

役員退職慰労引当金 173,145 124,509

ＰＣＢ対策引当金 125,000 125,000

負ののれん 7,680 6,284

その他 108,464 93,335

固定負債合計 2,723,868 2,189,074

負債合計 8,673,720 12,022,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,416,544 3,416,544

資本剰余金 3,394,894 3,394,894

利益剰余金 3,731,283 4,095,848

自己株式 △116,823 △117,809

株主資本合計 10,425,899 10,789,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,835 77,901

為替換算調整勘定 △132,924 △108,893

その他の包括利益累計額合計 △19,089 △30,992

少数株主持分 80,280 82,663

純資産合計 10,487,089 10,841,149

負債純資産合計 19,160,810 22,864,034

北越工業㈱(6364)　平成24年３月期第２四半期決算短信

―　5　―



(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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 10,399,308 12,904,029

売上原価 8,375,401 9,761,262

売上総利益 2,023,906 3,142,766

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 204,052 247,557

役員報酬及び給料手当 654,971 718,048

賞与引当金繰入額 128,971 231,390

退職給付引当金繰入額 65,414 67,413

役員退職慰労引当金繰入額 15,197 14,109

その他 754,140 841,863

販売費及び一般管理費合計 1,822,748 2,120,382

営業利益 201,157 1,022,384

営業外収益   

受取利息 794 3,437

受取配当金 15,552 17,720

その他 35,461 18,401

営業外収益合計 51,808 39,559

営業外費用   

支払利息 13,520 8,763

為替差損 36,753 150,639

その他 8,527 7,757

営業外費用合計 58,801 167,161

経常利益 194,164 894,782

特別利益   

固定資産処分益 1 84

貸倒引当金戻入額 － 4,800

特別利益合計 1 4,884

特別損失   

固定資産処分損 1,428 1,759

投資有価証券売却損 － 16,338

投資有価証券評価損 3,891 47,399

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,286 －

貸倒引当金繰入額 6,847 －

特別損失合計 13,454 65,497

税金等調整前四半期純利益 180,711 834,169

法人税、住民税及び事業税 101,776 508,983

法人税等調整額 △40,828 △131,273

法人税等合計 60,948 377,709

少数株主損益調整前四半期純利益 119,763 456,459

少数株主利益 8,286 3,713

四半期純利益 111,477 452,745
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(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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 119,763 456,459

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,081 △35,934

為替換算調整勘定 △59,946 24,031

その他の包括利益合計 △99,027 △11,903

四半期包括利益 20,735 444,556

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,449 440,842

少数株主に係る四半期包括利益 8,286 3,713
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 180,711 834,169

減価償却費 201,872 210,498

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,358 30,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,757 △5,552

受取利息及び受取配当金 △16,347 △21,157

支払利息 13,520 8,763

投資有価証券売却損益（△は益） － 16,338

投資有価証券評価損益（△は益） 3,891 47,399

有形固定資産処分損益（△は益） 1,427 1,674

売上債権の増減額（△は増加） 922,378 △2,047,202

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,125 △1,109,986

仕入債務の増減額（△は減少） △79,553 2,338,975

未収消費税等の増減額（△は増加） △9,315 71,738

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,746 △4,045

その他 △55,229 163,115

小計 1,362,344 535,093

利息及び配当金の受取額 15,858 19,701

利息の支払額 △13,209 △7,819

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 41,310 △151,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,406,303 395,669

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △68,939 △334,978

有形固定資産の売却による収入 344 215

無形固定資産の取得による支出 △10,000 △3,275

投資有価証券の取得による支出 △58 △33,600

投資有価証券の売却による収入 － 9,750

貸付金の回収による収入 583 777

出資金の払込による支出 － △1,000

出資金の回収による収入 － 8,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,070 △353,909

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,570,000 1,940,000

短期借入金の返済による支出 △2,370,000 △1,340,000

長期借入金の返済による支出 △139,996 △51,706

社債の償還による支出 △60,000 －

リース債務の返済による支出 － △4,109

自己株式の取得による支出 △29,518 △986

配当金の支払額 △58,602 △87,484

少数株主への配当金の支払額 － △1,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088,116 454,382

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,946 24,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180,170 520,173

現金及び現金同等物の期首残高 3,211,484 3,020,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,391,654 3,540,935

北越工業㈱(6364)　平成24年３月期第２四半期決算短信

―　8　―



該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

① 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 

  

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(注) 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及び研究開発費であります。 

  

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

  建設機械事業(千円) 産業機械事業(千円) 合計(千円) 

売上高       

外部顧客への売上高  8,459,777  1,939,530  10,399,308

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― 

計  8,459,777  1,939,530  10,399,308

セグメント利益  481,153  94,491  575,644

利益 金額(千円) 

報告セグメント計  575,644

全社費用(注)  △374,486

四半期連結損益計算書の営業利益  201,157
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

① 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 

  

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(注) 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及び研究開発費であります。 

  

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  建設機械事業(千円) 産業機械事業(千円) 合計(千円) 

売上高       

外部顧客への売上高  10,033,294  2,870,735  12,904,029

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― 

計  10,033,294  2,870,735  12,904,029

セグメント利益  1,230,073  311,856  1,541,929

利益 金額(千円) 

報告セグメント計  1,541,929

全社費用(注)  △519,544

四半期連結損益計算書の営業利益  1,022,384

(6) 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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