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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 16,881 4.0 253 ― 247 ― 170 ―

23年3月期第3四半期 16,236 3.0 △201 ― △172 ― △217 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △168百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △38百万円 （―％）

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 10.63 ―

23年3月期第3四半期 △13.51 ―

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 19,831 4,127 20.8
23年3月期 20,319 4,296 21.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,127百万円 23年3月期  4,296百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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 23,500 2.1 290 66.5 260 32.2 200 108.6 12.45



(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ますが、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す。 

※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） ２ページ 「１．（３） 連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 16,100,000 株 23年3月期 16,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 35,621 株 23年3月期 34,721 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,065,259 株 23年3月期3Q 16,066,358 株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響により企業収益、
民間設備投資は落ち込みましたが、被災地の復旧とともに緩やかに持ち直しの動きがみられました。しかし、欧州
財政危機の深刻化、長引く円高、加えてタイの洪水による部品不足等の影響から、輸送機械、情報通信機械の生産
が大きく減少するなど、製造業のマインドが低下していることから、依然として不透明な状況が続いております。 
 当社グループの主要顧客である建設業界は、住宅着工件数は、住宅エコポイント終了の駆け込み需要により、民
間設備投資は企業収益の持ち直しを背景に、緩やかに増加基調を維持したものの、東日本大震災の影響により、建
設資材価格など建設コストが上昇したことから、依然として厳しい状況で推移いたしました。 
 このような経営環境のもと、当社グループは中期３ヶ年経営計画の二年目である当第３四半期連結累計期間にお
いて、更なる利益体質改善を図るため「全ての事業、業務の効率化」、積極的な営業活動による「マーケットシェ
アの向上」に取り組んでまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比4.0％増
加の16,881百万円余、損益につきましては、連結営業利益253百万円余(前年同期は損失201百万円余)、連結経常利
益247百万円余(前年同期は損失172百万円余)、連結四半期純利益170百万円余(前年同期は損失217百万円余)となり
ました。  
 なお、当第３四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。  
建設機械関連事業  
 建設機械関連事業の売上高は、前年同期比2.9％減少の10,969百万円余となりました。  
 建設機械関連商品は、建設機械の新車、中古車ともに減少したことから、前年同期比9.1％減少の4,954百万円余
となりましたが、建設機械関連レンタルは、環境、鉄道、林業分野等のレンタルが増加したことから、前年同期比
6.9％増加の2,480百万円余となりました。また、建設機械関連サービスは前年同期比0.2％増加の3,534百万円余と
前年同期並みとなりました。    
産業・鉄構機械等関連事業  
 産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比21.6％増加の4,654百万円余となりました。  
 産業機械関連製品は、東日本大震災の影響からレンタル業界の投資が建設機械系中心となったことから、自社商
品の「クローラクレーン」が、前年同期比16.9％減少となったものの、前期に落ち込んだ「かにクレーン」の販売
が前年同期比88.2％と大幅に伸長したことから、全体では前年同期比26.6％増加の1,963百万円余となりました。ま
た、産業機械関連商品は前年同期比6.8％減少の280百万円余となりました。  
 鉄構機械関連製品においては、第３四半期に入り、ＩＴ業界に在庫調整を背景とした減速の兆しが見られました
が、第２四半期まで堅調に推移したことにより、ＩＴ関連製造装置の売上が大幅に増加し、前年同期比57.6％増加
の1,784百万円余となりました。また、産業機械関連その他売上は、前年同期比25.7％減少の624百万円余となりま
した。  
その他  
 その他の事業の売上高は、前年同期比13.3％増加の1,258百万円余となりました。 

(資産、負債及び純資産の状況) 
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ136百万円余増加し9,858百万円余と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が720百万円余減少したものの、現金及び預金が412百万円余、たな
卸資産が531百万円余増加したことによるものであります。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ625百万円余減少し9,973百万円余となりました。これは主に、株価が下落
したこと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。 
 これにより、総資産は、前連結会計年度末に比べ488百万円余減少し19,831百万円余となりました。 
 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ40百万円余減少し12,189百万円余と
なりました。これは主に、短期借入金が減少したことによるものであります。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ279百万円余減少し3,514百万円余となりました。これは主に、繰延税金負
債の減少によるものであります。  
 これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ319百万円余減少し15,704百万円余となりました。 
 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ168百万円余減少し4,127百万円余
となりました。これは主に、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が170百万円余増加したものの、その他
有価証券評価差額金が339百万円余減少したことによるものであります。  
 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は20.8％(前連結会計年度末は21.1％)となりました。  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年11月10日に公表いたしました業績予想から変更
はありません。 
 なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。  

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 1,047,066 1,459,461
受取手形及び売掛金 5,741,156 5,020,475
たな卸資産 2,361,703 2,892,753
未収入金 619,679 497,455
その他 52,630 94,044
貸倒引当金 △101,164 △106,135
流動資産合計 9,721,072 9,858,055

固定資産
有形固定資産
貸与資産 7,996,004 8,886,914
減価償却累計額 △5,501,069 △6,122,041
貸与資産（純額） 2,494,935 2,764,873

建物及び構築物 7,671,742 7,663,082
減価償却累計額 △5,283,271 △5,405,055
建物及び構築物（純額） 2,388,471 2,258,027

機械装置及び運搬具 1,904,830 1,853,598
減価償却累計額 △1,599,017 △1,556,438
機械装置及び運搬具（純額） 305,812 297,159

土地 2,759,233 2,757,940
リース資産 720,397 741,065
減価償却累計額 △353,283 △452,548
リース資産（純額） 367,114 288,517

その他 628,670 624,708
減価償却累計額 △574,288 △580,154
その他（純額） 54,382 44,553

有形固定資産合計 8,369,951 8,411,071
無形固定資産
借地権 41,148 41,148
ソフトウエア 65,361 44,930
その他 341 320
無形固定資産合計 106,851 86,399

投資その他の資産
投資有価証券 1,907,848 1,286,877
その他 336,790 315,719
貸倒引当金 △122,869 △126,521
投資その他の資産合計 2,121,768 1,476,075

固定資産合計 10,598,571 9,973,546
資産合計 20,319,643 19,831,601
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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
買掛金 4,390,504 4,421,449
短期借入金 6,771,152 6,666,027
リース債務 137,115 134,782
未払法人税等 50,072 21,432
賞与引当金 189,528 125,155
災害損失引当金 60,938 －
その他 630,338 820,609
流動負債合計 12,229,649 12,189,457

固定負債
リース債務 274,727 197,950
繰延税金負債 499,054 217,012
退職給付引当金 2,545,425 2,533,208
その他 474,625 566,625
固定負債合計 3,793,832 3,514,795

負債合計 16,023,482 15,704,253
純資産の部
株主資本
資本金 3,160,000 3,160,000
資本剰余金 100,000 100,000
利益剰余金 314,339 485,064
自己株式 △10,912 △11,030
株主資本合計 3,563,427 3,734,034

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 732,733 393,313
その他の包括利益累計額合計 732,733 393,313

純資産合計 4,296,161 4,127,347
負債純資産合計 20,319,643 19,831,601
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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 16,236,241 16,881,897
売上原価 13,575,246 13,734,028
売上総利益 2,660,994 3,147,868
販売費及び一般管理費 2,862,748 2,894,060
営業利益又は営業損失（△） △201,754 253,807
営業外収益
受取利息 3,821 2,267
受取配当金 23,188 32,441
助成金収入 44,846 3,298
不動産賃貸料 5,886 7,143
その他 31,247 24,165
営業外収益合計 108,990 69,316

営業外費用
支払利息 60,581 56,532
為替差損 － 937
手形売却損 12,056 13,011
その他 7,052 5,040
営業外費用合計 79,691 75,521

経常利益又は経常損失（△） △172,455 247,602
特別利益
保険差益 － 1,548
特別利益合計 － 1,548

特別損失
固定資産除却損 3,927 13,459
減損損失 1,272 1,293
投資有価証券評価損 － 15,000
災害による損失 － 20,571
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,201 －
特別損失合計 11,401 50,324

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（△） △183,856 198,826

法人税、住民税及び事業税 30,750 28,475
法人税等調整額 2,413 △374
法人税等合計 33,163 28,101
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（△） △217,020 170,725

四半期純利益又は四半期純損失（△） △217,020 170,725

㈱前田製作所(6281)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－6－



 

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（△） △217,020 170,725

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 178,919 △339,420
その他の包括利益合計 178,919 △339,420

四半期包括利益 △38,101 △168,695
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △38,101 △168,695
少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

該当事項はありません。 

  

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 

 
(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、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売、介護用品レンタル・販売事業等を含んでおります。 
２  セグメント利益又は損失(△)の調整額△445,458千円には、連結消去に伴う調整額25,330千円、各報告セグ
メントに配分していない全社費用△470,788千円が含まれております。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試験研究費であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．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 

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
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

建設機械 
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 11,299,165 3,826,420 15,125,586 1,110,654 16,236,241 ― 16,236,241

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 65,236 121,683 186,919 154,179 341,099 △341,099 ―

計 11,364,402 3,948,104 15,312,506 1,264,834 16,577,340 △341,099 16,236,241

セグメント利益又は損
失（△） 315,442 △103,133 212,308 31,395 243,704 △445,458 △201,754

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械 
関連事業

産業・鉄構機械
等関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― 1,272 1,272
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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 

 
(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、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売、介護用品レンタル・販売事業等を含んでおります。 
２  セグメント利益の調整額△394,972千円には、連結消去に伴う調整額6,442千円、各報告セグメントに配分し
ていない全社費用△401,414千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般
管理費及び試験研究費であります。 

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。 

  

２．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 

 
  

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
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

建設機械 
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,969,766 4,654,108 15,623,875 1,258,021 16,881,897 ― 16,881,897

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 50,725 212,728 263,454 203,580 467,035 △467,035 ―

計 11,020,492 4,866,837 15,887,329 1,461,602 17,348,932 △467,035 16,881,897

セグメント利益 478,763 166,350 645,113 3,665 648,779 △394,972 253,807

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設機械 
関連事業

産業・鉄構機械
等関連事業 計

減損損失 ― ― ― ― 1,293 1,293

（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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