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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 24,942 5.9 741 ― 823 ― 227 ―

23年3月期第3四半期 23,543 △1.4 34 △89.5 59 △86.3 △341 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 117百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △619百万円 （―％）

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3四半期 2.86 ―

23年3月期第3四半期 △4.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 57,564 42,009 73.0
23年3月期 58,821 43,301 72.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  42,009百万円 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 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 22,834 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3Q 79,430,686 株 23年3月期3Q 79,431,762 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本

大震災後の停滞を脱し、復調の途上にありますが、欧州での債務・金融問題、米国経済の停滞、タイの

洪水の影響に加えて円高の長期化が懸念され、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

このような環境の中で、当グループは東日本大震災の影響により、生産部品の一部供給遅れによる生

産活動の低下や夏場の電力抑制がありましたが、これらに対応しつつ、生産・販売の遅れを挽回してま

いりました。なお、海外につきましては、為替が円高で推移したため、全体として、依然厳しい状況が

続いております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高２４９億４千２百万円（前年同四半

期比５.９％増）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１７３億６千万円（前年

同四半期比１１.２％増）、中古車売上高は１０億６千８百万円（前年同四半期比３１.６％減）、部

品・修理売上高は６２億８千２百万円（前年同四半期比１３.８％増）、その他売上高は２億３千１百

万円（前年同四半期比７２.８％減）となりました。利益につきましては、営業利益は７億４千１百万

円（前年同四半期営業利益３千４百万円）となり、経常利益は８億２千３百万円（前年同四半期経常利

益５千９百万円）となりました。また、四半期純利益は２億２千７百万円（前年同四半期四半期純損失

３億４千１百万円）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、１.５％減少し、３７５億８千８百万円となりました。

これは主に、仕掛品が６億９千４百万円、受取手形及び売掛金が５億７百万円増加したものの、預け

金が７億６千４百万円、現金及び預金が６億７千８百万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、３.３％減少し、１９９億７千５百万円となりました。

これは主に、建物及び構築物が４億１千４百万円、機械装置及び運搬具が３億７千４百万円減少した

ことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、２.１％減少し、５７５億６千４百万円となり

ました。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、０.１％減少し、１０７億８千３百万円となりました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、１.０％増加し、４７億７千万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、０.２％増加し、１５５億５千４百万円とな

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、３.０％減少し、４２０億９百万円となりました。こ

れは主に、少数株主持分が６億１千４百万円、配当金の支払いなどにより利益剰余金が５億６千７百

万円減少したことなどによります。 

  

平成24年３月期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

（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,985 511,659

預け金 22,640,174 21,875,381

受取手形及び売掛金 9,669,767 10,177,403

商品及び製品 799,345 944,795

仕掛品 1,063,284 1,758,255

原材料及び貯蔵品 1,786,698 1,397,533

繰延税金資産 599,197 433,917

その他 429,273 496,073

貸倒引当金 △9,191 △6,663

流動資産合計 38,168,534 37,588,356

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,654,106 4,239,882

機械装置及び運搬具（純額） 1,209,749 835,734

土地 8,727,100 8,727,100

その他（純額） 785,055 710,510

有形固定資産合計 15,376,012 14,513,227

無形固定資産 946,709 784,645

投資その他の資産

投資有価証券 2,863,263 2,523,383

繰延税金資産 1,124,995 1,098,701

その他 395,549 1,087,527

貸倒引当金 △53,176 △31,819

投資その他の資産合計 4,330,631 4,677,792

固定資産合計 20,653,353 19,975,666

資産合計 58,821,887 57,564,022
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,100,887 7,279,595

未払法人税等 80,878 277,223

役員賞与引当金 59,000 45,000

製品保証引当金 20,800 50,100

その他 3,533,356 3,131,296

流動負債合計 10,794,922 10,783,214

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 798,772 699,914

退職給付引当金 3,074,279 3,060,907

役員退職慰労引当金 154,500 165,570

その他 697,995 844,546

固定負債合計 4,725,547 4,770,938

負債合計 15,520,470 15,554,152

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 9,923,342

利益剰余金 24,528,648 23,961,347

自己株式 △13,890 △14,060

株主資本合計 44,863,431 44,295,953

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 626,398 395,688

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,422,662

為替換算調整勘定 △281,194 △259,110

その他の包括利益累計額合計 △2,176,317 △2,286,084

少数株主持分 614,302 －

純資産合計 43,301,417 42,009,869

負債純資産合計 58,821,887 57,564,022
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 23,543,766 24,942,066

売上原価 19,512,032 20,570,441

売上総利益 4,031,734 4,371,625

販売費及び一般管理費 3,996,895 3,630,132

営業利益 34,838 741,492

営業外収益

受取利息 82,918 67,919

受取配当金 63,272 65,027

持分法による投資利益 － 9,014

その他 35,979 46,506

営業外収益合計 182,170 188,468

営業外費用

支払利息 88 33

為替差損 135,067 77,877

その他 22,618 28,645

営業外費用合計 157,774 106,556

経常利益 59,234 823,404

特別利益

固定資産売却益 192 376

投資有価証券売却益 0 －

関係会社出資金譲渡益 － 34,792

特別利益合計 192 35,168

特別損失

固定資産売却損 3,505 683

固定資産除却損 9,502 13,065

投資有価証券評価損 34,954 16,220

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,296 －

厚生年金基金脱退損失 29,205 －

保険解約損 － 3,494

特別損失合計 87,464 33,465

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△28,036 825,107

法人税、住民税及び事業税 60,380 282,447

法人税等調整額 217,491 315,628

法人税等合計 277,871 598,075

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△305,908 227,032

少数株主利益 35,459 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △341,368 227,032
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△305,908 227,032

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △182,191 △230,709

土地再評価差額金 － 98,857

為替換算調整勘定 △131,717 36,604

持分法適用会社に対する持分相当額 － △14,520

その他の包括利益合計 △313,909 △109,767

四半期包括利益 △619,818 117,264

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △614,551 117,264

少数株主に係る四半期包括利益 △5,266 －
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該当事項はありません。 

  

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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