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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,162 15.7 91 ― 97 606.2 55 ―

23年3月期第2四半期 3,596 △3.3 1 △89.0 13 △39.0 △50 ―

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 5.60 ―

23年3月期第2四半期 △5.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 5,481 2,205 40.2
23年3月期 5,135 2,199 42.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,205百万円 23年3月期  2,194百万円

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 ― 2.00 2.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 7,900 9.5 140 113.1 160 54.4 90 ― 9.01



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 10,370,800 株 23年3月期 10,370,800 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 384,209 株 23年3月期 384,148 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,986,628 株 23年3月期2Q 9,988,804 株

※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）３ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けて急速に落ち込んだものの、サプライ

チェーンの復旧等に伴い各企業の生産も回復傾向にあり、個人消費につきましても徐々に持ち直しの動きとなって

おります。しかし、円高や株安、雇用不安等、今後も予断を許さぬ状況が続くものと考えられます。  

このような情勢下におきまして、当社は新規販路の開拓等積極的な営業活動を展開するとともに、一部震災に

よる特需もあって売上高は4,162百万円（前年同期は3,596百万円）となりました。 

利益面につきましては、コストの低減・経費の節減等に努めました結果、営業利益は91百万円（前年同期は１

百万円）、経常利益は97百万円（前年同期は13百万円）、四半期純利益は55百万円（前年同期は50百万円の四半期

純損失）となりました。 

 なお、セグメント別の業況は次のとおりであります。 

（生活関連用品） 

 ショベル類につきましては、積極的な営業活動と一部震災による特需もあって国内向け売上高は412百万円（対

前年同期比11.2％増）となりました。輸出は、円高による影響を踏まえ価格調整等拡販対策に努めまして売上高は

61百万円（対前年同期比8.9％増）となり、ショベル類全体の売上高は474百万円（対前年同期比10.9％増）となり

ました。 

また、アウトドア用品類、工事・農業用機器類につきましては、懸命な拡販策の展開、新規販路の開拓等によ

り売上高は2,392百万円（対前年同期比4.6％増）となりました。 

（物流機器） 

 市場も徐々に回復傾向にある物流機器関連は、震災により一部の投資計画が先送りまたは中止される一方、毀損

した設備の復旧や新設が押し上げ要因となり売上高は1,295百万円（対前年同期比47.2％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末における資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。 

 なお、記載内容は前事業年度末と比較しております。 

（資産） 

 流動資産は、341百万円増加し4,282百万円（前事業年度末は3,940百万円）となりました。これは主に現金及び

預金が31百万円、受取手形及び売掛金が66百万円、商品及び製品が99百万円、未収入金が121百万円それぞれ増加

したことによるものであります。 

 固定資産は、４百万円増加し1,199百万円（前事業年度末は1,194百万円）となりました。この結果、総資産は、

346百万円増加し5,481百万円（前事業年度末は5,135百万円）となりました。 

（負債） 

 流動負債は、343百万円増加し3,038百万円（前事業年度末は2,694百万円）となりました。これは主に短期借入

金が31百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が360百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、３百万円減少し236百万円（前事業年度末は240百万円）となりました。この結果、負債合計は、

340百万円増加し3,275百万円（前事業年度末は2,935百万円）となりました。 

（純資産） 

 純資産は、５百万円増加し2,205百万円（前事業年度末は2,199百万円）となりました。これは主にその他有価証

券評価差額金が21百万円減少したものの、利益剰余金が35百万円増加したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

て37百万円増加し、809百万円となりました。 

 なお、当第２四半期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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、62百万円（前年同期は126百万円の収入）となりました。これは主に売上債権

の増加額とたな卸資産の増加額および法人税等の支払額の合計が378百万円となったものの、税引前四半期純利益

と仕入債務の増加額の合計が456百万円となったためであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、26百万円（前年同期は１百万円の収入）となりました。これは主に有形および

無形固定資産の取得による支出と投資有価証券の取得による支出の合計が14百万円となったものの、保険積立金の

解約による収入が51百万円となったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、51百万円（前年同期は65百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金

の純減額31百万円と配当金の支払額19百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の状況を踏まえて、平成24年３月通期の業績予想に関する事項につきまして修正をいたし

ました。 

 なお、詳細につきましては、平成23年10月19日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（１）四半期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。 

  

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 861,581 892,821

受取手形及び売掛金 1,744,463 1,811,417

商品及び製品 856,018 955,135

仕掛品 31,479 34,725

原材料及び貯蔵品 81,959 96,663

未収入金 314,001 435,824

その他 64,537 64,856

貸倒引当金 △13,200 △9,400

流動資産合計 3,940,841 4,282,044

固定資産   

有形固定資産 317,427 331,792

無形固定資産 25,857 30,018

投資その他の資産   

投資有価証券 433,575 413,381

その他 428,417 435,136

貸倒引当金 △10,964 △11,164

投資その他の資産合計 851,029 837,353

固定資産合計 1,194,315 1,199,165

資産合計 5,135,156 5,481,210

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,544,787 1,905,744

短期借入金 878,772 846,916

未払法人税等 53,301 46,382

賞与引当金 48,300 52,800

その他 169,567 186,685

流動負債合計 2,694,729 3,038,527

固定負債   

長期借入金 75,750 76,030

退職給付引当金 151,400 147,500

その他 13,400 13,400

固定負債合計 240,550 236,930

負債合計 2,935,279 3,275,457
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,600 829,600

資本剰余金 509,408 509,408

利益剰余金 877,213 913,180

自己株式 △34,113 △34,119

株主資本合計 2,182,108 2,218,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,113 △2,915

繰延ヘッジ損益 △6,065 △9,400

評価・換算差額等合計 12,048 △12,315

新株予約権 5,720 －

純資産合計 2,199,877 2,205,752

負債純資産合計 5,135,156 5,481,210
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,596,341 4,162,510

売上原価 2,711,061 3,153,587

売上総利益 885,279 1,008,923

販売費及び一般管理費 884,112 917,155

営業利益 1,166 91,767

営業外収益   

受取配当金 6,275 8,257

受取保険金 10,137 6,503

その他 7,633 4,310

営業外収益合計 24,047 19,072

営業外費用   

支払利息 8,643 7,730

手形売却損 2,800 3,244

その他 13 2,714

営業外費用合計 11,458 13,689

経常利益 13,755 97,150

特別利益   

新株予約権戻入益 － 5,720

補助金収入 － 8,884

特別利益合計 － 14,605

特別損失   

投資有価証券評価損 50,519 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,500 －

固定資産圧縮損 － 8,884

特別損失合計 54,019 8,884

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △40,263 102,871

法人税、住民税及び事業税 11,000 41,000

法人税等調整額 △876 5,932

法人税等合計 10,123 46,932

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,386 55,939
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△40,263 102,871

減価償却費 34,887 32,996

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,800 △3,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,600 4,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,174 △3,599

受取利息及び受取配当金 △8,600 △8,829

支払利息 8,643 7,730

投資有価証券評価損益（△は益） 50,519 －

売上債権の増減額（△は増加） △266,457 △213,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,383 △117,066

仕入債務の増減額（△は減少） 403,802 353,892

その他 △12,647 △45,966

小計 132,075 109,536

利息及び配当金の受取額 8,481 8,826

利息の支払額 △8,667 △7,725

法人税等の支払額 △4,933 △48,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,955 62,299

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △18,597 △19,955

定期預金の払戻による収入 24,576 25,916

投資有価証券の取得による支出 △3,784 △3,030

有形固定資産の取得による支出 △3,994 △7,503

無形固定資産の取得による支出 － △4,095

保険積立金の解約による収入 19,574 51,467

その他 △16,344 △16,717

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,430 26,082

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △70,000 －

長期借入れによる収入 100,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △75,162 △61,576

自己株式の取得による支出 △108 △6

配当金の支払額 △19,980 △19,598

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,251 △51,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,134 37,201

現金及び現金同等物の期首残高 700,125 772,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 763,259 809,317
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

   

（売上高内訳）  

（千円未満切捨）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

       期  別 

  

  

 品 種 別 

前第２四半期累計期間 

（ 自 平成 22年  4月  1日   

   至 平成 22年  9月 30日 ）

 当第２四半期累計期間 

（ 自 平成 23年  4月  1日   

   至 平成 23年  9月 30日 ） 

  

 増   減 

  

金  額 構  成  比 金  額 構  成  比 金  額 率 

  

生 

  

活 

  

関 

  

連 

  

用 

  

品 

シ 

ョ 

ベ 

ル 

類 

  千円 ％ ％ 千円 ％ ％ 千円 ％

国  内  371,122  86.8    412,560  87.0    41,437  11.2

輸  出  56,661  13.2    61,687  13.0    5,026  8.9

小  計  427,784  100.0  11.9  474,248  100.0  11.4  46,463  10.9

農

業

用

機

器

類 

ア 

ウ 

ト 

ド 

ア 

・ 

国  内  2,277,941  99.5    2,381,136  99.5    103,194  4.5

輸  出  10,878  0.5    11,830  0.5    952  8.8

小  計  2,288,820  100.0  63.6  2,392,967  100.0  57.5  104,146  4.6

小 

計 

国  内  2,649,064  97.5    2,793,696  97.4    144,632  5.5

輸  出  67,540  2.5    73,518  2.6    5,978  8.9

小  計  2,716,605  100.0  75.5  2,867,215  100.0  68.9  150,610  5.5

物 

流 

機 

器 

国  内  879,735  100.0    1,295,294  100.0    415,558  47.2

輸  出  －  －    －  －    －  －

小  計  879,735  100.0  24.5  1,295,294  100.0  31.1  415,558  47.2

合 

  

計 

国  内  3,528,800  98.1    4,088,991  98.2    560,190  15.9

輸  出  67,540  1.9    73,518  1.8    5,978  8.9

合  計  3,596,341  100.0  100.0  4,162,510  100.0  100.0  566,169  15.7
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