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1.  平成24年4月期第2四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年10月31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4月期第2四半期 5,399 3.2 793 △12.6 782 △12.8 459 △19.7
23年4月期第2四半期 5,234 122.6 908 ― 897 ― 572 ―

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4月期第2四半期 67.69 ―
23年4月期第2四半期 84.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 10,972 8,291 75.6
23年4月期 11,706 8,097 69.2
（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  8,291百万円 23年4月期  8,097百万円

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4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年4月期 ― 0.00
24年4月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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 11,000 0.0 1,600 △7.4 1,600 △7.8 1,000 △6.4 147.21



(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4月期2Q 6,800,000 株 23年4月期 6,800,000 株
② 期末自己株式数 24年4月期2Q 7,196 株 23年4月期 7,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 6,792,804 株 23年4月期2Q 6,793,047 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」「（３）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．当四半期決算に関する定性的情報 

（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我が国経済は、東日本大震災による甚大な被害及び福島原

発事故による電力供給不安、それによる風評被害、円高等懸念すべき問題が多く、未だ先行

き不透明な状況が続いております。また、海外におきましては、アジアを中心とする新興国

の経済成長により緩やかな拡大基調が継続しましたが、中国の金融引き締めによる減速やタ

イの洪水による進出企業等への被害、欧州の財政問題や米国の景気低迷などで先行きに対し

て不透明感が一段と強まっております。その中で、当第２四半期累計期間の当社の業績は、

鋼材価格のアップ等の影響により、下記のとおり対前年同期比増収減益となりました。 

 当第２四半期累計期間は、売上高は 53 億 99 百万円（前年同期比 3.2％増、１億 65 百万円

増）、営業利益７億 93 百万円（前年同期比 12.6％減、１億 14 百万円減）、経常利益７億 82

百万円（前年同期比 12.8％減、１億 14 百万円減）、四半期純利益４億 59 百万円（前年同期

比 19.7％減、１億 12 百万円減）となりました。 

主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社は単一セグメントである

ため、セグメントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。 

「建設機械部門」 

 建設機械部門の売上高は、国内売上 40 億 68 百万円（前年同期比 14.1％増、５億２百万円

増）、海外売上５億 65 百万円（前年同期比 34.7％減、３億円減）となりました。 

 当社の主力である建設機械向け製品の受注は、日本・北米・欧州において回復しておりま

すが、中国では政府の金融引き締め政策の影響により受注が減少しました。 

「自動車関連部門」 

 自動車関連部門の売上高は、５億 14 百万円（前年同期比 4.2％減、22 百万円減）となりま

した。 

 自動車業界は大震災の影響がありました。また、回復の過程におけるタイの洪水被害の影

響もありますが、今後の回復に期待しております。 

「産業機械部門」 

 産業機械部門の売上高は、88 百万円（前年同期比 28.6％減、35 百万円減）となりました。 

 当部門も今後の国内復興需要及び海外需要に期待しております。 

 

（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 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末と比べ７億 34 百万円減少し、109 億 72

百万円となりました。これは主に、流動資産で現金及び預金が４億 57 百万円、受取手形及び

売掛金が３億 51 百万円、有形固定資産が２億 20 百万円、投資その他の資産で投資有価証券

が３億 69 百万円それぞれ減少したものの、投資その他の資産で関係会社出資金が５億 76 百

万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債は前事業年度末と比べ９億 28 百万円減少し、26 億 80 百万

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が 97 百万円、１年内返済予定の長期借入

金が１億 16 百万円、未払法人税等が４億 34 百万円、固定負債が１億 13 百万円それぞれ減少

したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ１億 94 百万円増加し、82 億 91 百

万円となりました。これは主に、有価証券評価差額金が１億 63 百万円減少したものの、利益

剰余金が３億 57 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２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は 13 億 93

百万円となり、前事業年度末と比して４億 62 百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前四半期純利益７億 81 百万円、減価償却費２億 35 百万円、売上債権の減少３億 51 百

万円などを計上しましたが、一方で、仕入債務の減少 97 百万円、未払消費税等の減少 75 百

万円、法人税等の支払額７億 24 百万円等を計上したことを主な要因として、営業活動により

得られた資金は４億２百万円となりました（前年同期比 24 百万円増）。 

（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 32 百万円、関係会社出資金の払込に５億 76 百万円支出したことか

ら、投資活動により６億23百万円の資金を要しました（前年同期比５億89百万円の支出増）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払に１億１百万円、長期借入金の返済に１億 16 百万円の資金を充当したことか

ら、財務活動により２億 19 百万円の資金を要しました（前年同期比 33 百万円の支出増）。 

 また、為替差損により、現金及び現金同等物に係る換算差額 22 百万円が発生しております。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年４月期の通期の業績予想につきましては、平成 23 年６月 10 日に公表しました数

値から変更はございません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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。 

 

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４

日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 

 



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４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,936,460 2,478,937

受取手形及び売掛金 3,584,615 3,232,972

商品及び製品 201,211 193,820

仕掛品 132,326 165,014

原材料及び貯蔵品 115,609 114,998

その他 303,721 365,584

貸倒引当金 △720 △648

流動資産合計 7,273,223 6,550,678

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 837,636 811,462

機械及び装置（純額） 1,347,885 1,171,829

その他（純額） 796,205 778,190

有形固定資産合計 2,981,727 2,761,482

無形固定資産 16,134 13,888

投資その他の資産   

投資有価証券 1,151,749 782,614

その他 311,322 891,114

貸倒引当金 △27,588 △27,588

投資その他の資産合計 1,435,482 1,646,140

固定資産合計 4,433,344 4,421,511

資産合計 11,706,567 10,972,189

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,463,943 1,366,188

未払法人税等 732,341 297,871

賞与引当金 165,036 170,496

その他 635,521 347,571

流動負債合計 2,996,843 2,182,126

固定負債   

退職給付引当金 164,947 161,158

役員退職慰労引当金 196,101 203,829

その他 251,440 133,766

固定負債合計 612,489 498,753

負債合計 3,609,332 2,680,880



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 6,623,525 6,981,418

自己株式 △5,958 △5,958

株主資本合計 7,673,809 8,031,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 423,425 259,607

評価・換算差額等合計 423,425 259,607

純資産合計 8,097,234 8,291,309

負債純資産合計 11,706,567 10,972,189



（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５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 5,234,126 5,399,397

売上原価 3,864,402 4,107,895

売上総利益 1,369,723 1,291,501

販売費及び一般管理費 461,218 497,907

営業利益 908,505 793,594

営業外収益   

受取利息 2,045 1,841

受取配当金 4,136 8,207

助成金収入 3,162 －

その他 1,536 1,995

営業外収益合計 10,881 12,044

営業外費用   

支払利息 1,703 541

為替差損 20,130 22,353

営業外費用合計 21,833 22,894

経常利益 897,553 782,743

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 46,288 －

特別利益合計 46,288 －

特別損失   

固定資産除却損 3,739 1,274

投資有価証券評価損 210 －

特別損失合計 3,949 1,274

税引前四半期純利益 939,892 781,469

法人税、住民税及び事業税 414,115 295,251

法人税等調整額 △46,870 26,432

法人税等合計 367,245 321,684

四半期純利益 572,646 459,785



（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５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31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 939,892 781,469

減価償却費 261,747 235,612

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,501 5,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） △259 △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,735 △3,789

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,705 7,727

受取利息及び受取配当金 △6,181 △10,048

支払利息 1,703 541

為替差損益（△は益） 20,130 22,353

固定資産除却損 3,739 1,274

投資有価証券評価損益（△は益） 210 －

売上債権の増減額（△は増加） △995,247 351,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,544 △24,686

仕入債務の増減額（△は減少） 350,822 △97,755

その他 49,639 △152,749

小計 503,184 1,116,980

利息及び配当金の受取額 6,917 10,732

利息の支払額 △1,383 △565

法人税等の支払額 △131,361 △724,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 377,357 402,346

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 △1,080,000 △1,085,000

定期預金の払戻による収入 1,080,000 1,080,000

有形固定資産の取得による支出 △23,781 △32,717

有価証券の償還による収入 50,000 －

投資有価証券の取得による支出 △53,943 △5,809

関係会社出資金の払込による支出 － △576,463

その他 △5,830 △3,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,555 △623,318

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △83,150 △116,410

リース債務の返済による支出 － △1,498

自己株式の取得による支出 △625 －

配当金の支払額 △101,689 △101,288

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,465 △219,197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,130 △22,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,207 △462,523

現金及び現金同等物の期首残高 938,850 1,856,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,058 1,393,937



 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

 

販売実績 

当第２四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第２四半期累計期間  
（自平成 23 年 ５月 １日 前年同四半期比（％） 事業部門の名称 

至平成 23 年 10 月 31 日）  
 建設機械（千円）  4,633,502 104.6 

 自動車関連（千円）  514,327 95.8 

 産業機械（千円）  88,622 71.4 

 その他（千円）  162,945 114.8 

 合計（千円）  5,399,397 103.2 

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績

及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

（自平成 22 年 ５月 １日 （自平成 23 年 ５月 １日 

至平成 22年 10月 31日） 至平成 23年 10月 31日）
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
㈱小松製作所 1,029,570 19.7 1,162,667 21.5

コマツ物流㈱ 710,347 13.6 784,466 14.5

ファスナーテック貿易㈱ 756,196 14.4 － －

（注）当第２四半期累計期間のファスナーテック貿易㈱への販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合については、当該割合が 100 分の 10 未満となって

いるため記載を省略しております。 

４．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及

び割合は、次のとおりであります。 
なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 
（自平成 22 年 ５月 １日 （自平成 23 年 ５月 １日 

至平成 22年 10月 31日） 至平成 23年 10月 31日）
輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
北米 212,088 24.5 190,638 33.7

アジア 633,878 73.2 352,415 62.4

欧州 19,637 2.3 22,185 3.9

合計 865,604

（16.6％）
100.0

565,240 

（10.5％） 
100.0

       
以上 
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