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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 71,325 3.7 861 △15.7 777 △16.2 371 △34.7

23年3月期第3四半期 68,787 △2.4 1,022 65.5 928 102.6 568 156.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 297百万円 （△50.9％） 23年3月期第3四半期 605百万円 （―％）

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 14.25 ―

23年3月期第3四半期 21.60 ―

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 42,873 6,283 14.1
23年3月期 38,891 6,054 15.0

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  6,052百万円 23年3月期  5,830百万円

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） 3.00 3.00

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 95,000 1.2 1,000 △32.9 800 △41.0 400 △52.9 15.24



(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四半期財務諸表に対する四
半期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 
1.平成23年５月13日に公表しました業績予想に変更はありません。 
2.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。 

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 26,628,000 株 23年3月期 26,628,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 477,499 株 23年3月期 602,566 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,083,567 株 23年3月期3Q 26,335,004 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州債務問題や円高の継続・進展の影響を受け東日本大震

災後、夏場からの回復基調が秋口以降年末に向け大きく鈍化し、設備投資関連も計画の先送りが続き弱含みの状

況で推移しました。 

このような経済環境の中、当社グループは積極的な営業活動に努めてまいりましたが、全体としては増収減益

の結果となりました。 

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は713億25百万円（前年同期比3.7％増、25億37百万円増）、

営業利益は８億61百万円（同15.7％減、１億60百万円減）、経常利益は７億77百万円（同16.2％減、１億50百万

円減）、四半期純利益は３億71百万円（同34.7％減、１億97百万円減）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。  

（電機関連事業） 

電機関連事業では、世界経済動向の影響を受け海外向け商品の動きが鈍化したものの、震災の影響による納期

長期化等の問題もほぼ落着き、電機・電子機器やビル施設等を中心に好調に推移しました。 

以上の結果、売上高は119億28百万円（前年同期比5.4％減）、セグメント利益は４億63百万円（同1.2％増）と

なりました。  

（機械関連事業） 

農業施設事業では、北海道地区における穀類調製施設等が堅調に推移しましたが、機械設備事業では、民間設

備投資の先送り等が引き続き影響し、前年を下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は65億10百万円（前年同期比1.6％減）、セグメント損失は７百万円（前年同期はセグメン

ト利益70百万円）となりました。  

（資材・燃料関連事業） 

建材事業では、公共工事発注の減少をはじめ建設需要低迷が続き、一部震災復旧関連事業が業績に寄与した部

分もありましたが全体としては低調に推移しました。 

燃料事業では、原油価格の高騰に伴うガソリン等の販売価格上昇により売り上げは前年を上回る状況となりま

したが、利益面においては価格競争の激化が収益性に大きく影響し前年を下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は376億13百万円（前年同期比7.6％増）、セグメント利益は２億58百万円（同40.7％減）

となりました。   

（海運関連事業） 

連結子会社のナラサキスタックス㈱においては、公共事業や民間設備投資の減少により物流量の回復は鈍いも

のの、震災復興需要や荷揚地変更貨物の取り扱いにより業績は堅調に推移しました。 

以上の結果、売上高は129億11百万円（前年同期比5.6％増）、セグメント利益は２億66百万円（同11.6％増）

となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は428億73百万円となり、前連結会計年度末に比べて39億81百万円

増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加27億33百万円、現金及び預金の増加12億96百万円によるも

のであります。 

 負債は365億89百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億53百万円増加しました。これは主に、支払手形及

び買掛金の増加41億87百万円、借入金の減少４億79百万円によるものであります。  

純資産は、配当金の支払い、四半期純利益の計上等により前連結会計年度末に比べて２億28百万円増加し、62億

83百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて0.9ポイント減少し、14.1％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表しました平成24年３月期の連結業績予想に変更はあり

ません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

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：百万円）

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 5,023 6,320

受取手形及び売掛金 18,630 21,364

商品及び製品 500 626

原材料及び貯蔵品 29 29

その他 1,848 1,778

貸倒引当金 △183 △190

流動資産合計 25,848 29,929

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,214 6,166

その他（純額） 3,034 3,139

有形固定資産合計 9,249 9,306

無形固定資産   

その他 95 81

無形固定資産合計 95 81

投資その他の資産   

その他 4,022 3,818

貸倒引当金 △324 △262

投資その他の資産合計 3,698 3,555

固定資産合計 13,042 12,943

資産合計 38,891 42,873
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（単位：百万円）

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 18,025 22,212

短期借入金 3,625 3,075

1年内返済予定の長期借入金 2,523 2,696

1年内償還予定の社債 － 200

未払法人税等 229 15

賞与引当金 303 68

その他 1,018 1,298

流動負債合計 25,725 29,566

固定負債   

社債 200 －

長期借入金 4,683 4,580

退職給付引当金 614 704

役員退職慰労引当金 231 231

特別修繕引当金 43 60

その他 1,337 1,446

固定負債合計 7,110 7,023

負債合計 32,836 36,589

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,289 1,292

利益剰余金 2,211 2,505

自己株式 △63 △51

株主資本合計 5,791 6,101

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 △47

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 38 △48

少数株主持分 224 230

純資産合計 6,054 6,283

負債純資産合計 38,891 42,873
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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：百万円）

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 68,787 71,325

売上原価 62,730 65,406

売上総利益 6,057 5,919

販売費及び一般管理費 5,034 5,057

営業利益 1,022 861

営業外収益   

受取利息 14 18

受取配当金 19 21

受取賃貸料 60 59

持分法による投資利益 13 16

その他 22 25

営業外収益合計 130 140

営業外費用   

支払利息 178 159

その他 45 65

営業外費用合計 224 225

経常利益 928 777

特別利益   

固定資産売却益 37 0

負ののれん発生益 72 －

災害損失引当金戻入額 － 15

その他 0 －

特別利益合計 110 15

特別損失   

固定資産処分損 3 15

投資有価証券評価損 40 5

その他 0 4

特別損失合計 43 25

税金等調整前四半期純利益 994 767

法人税、住民税及び事業税 307 140

法人税等調整額 91 241

法人税等合計 399 381

少数株主損益調整前四半期純利益 594 386

少数株主利益 25 14

四半期純利益 568 371
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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：百万円）

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 594 386

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 △88

繰延ヘッジ損益 △3 △1

その他の包括利益合計 10 △89

四半期包括利益 605 297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 582 284

少数株主に係る四半期包括利益 23 12
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該当事項はありません。 

  

[セグメント情報］  

Ⅰ 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） 

  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 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△160百万円、セグメント間

取引消去額９百万円が含まれております。 

３ 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） 

  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 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△140百万円、セグメント間

取引消去額８百万円が含まれております。 

３ 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）セグメント情報等

  
電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

その他 

（注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  12,609  6,613  34,953  12,227  2,382  68,787  －  68,787

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  17  364  4  －  387  △ 387  －

計  12,609  6,631  35,317  12,232  2,382  69,174  △ 387  68,787

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 458  70  436  238  △ 29  1,174  △ 151  1,022

  
電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算 

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  11,928  6,510  37,613  12,911  2,361  71,325  －  71,325

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  0  449  5  －  455  △ 455  －

計  11,928  6,510  38,062  12,917  2,361  71,780  △ 455  71,325

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 463  △ 7  258  266  11  993  △ 131  861

（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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