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1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 13,101 0.7 175 △87.7 227 △84.6 73 △90.5
24年3月期第1四半期 13,007 △10.0 1,424 12.9 1,480 22.1 778 46.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 103百万円 （△87.0％） 24年3月期第1四半期 798百万円 （65.0％）

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

25年3月期第1四半期 2.31 ―
24年3月期第1四半期 24.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 66,846 24,232 36.2
24年3月期 67,877 24,382 35.9
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 24,218百万円 24年3月期 24,369百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 26,000 △7.8 600 △73.5 600 △74.0 250 △79.6 7.84
通期 56,000 △3.0 2,400 △47.8 2,400 △48.7 1,400 △41.4 43.95



(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、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の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、添付資
料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 31,850,000 株 24年3月期 31,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 13,212 株 24年3月期 13,212 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 31,836,788 株 24年3月期1Q 31,837,310 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における我が国経済は、東日本

大震災の影響による厳しい状況から改善する動きが見られたものの、長引く円高や欧州債務危機などに

よる欧米経済の先行きへの懸念などから、依然として不透明さが残る状況となりました。

このような企業環境下、積極的な事業展開を進めましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は

13,101百万円（前年同四半期比0.7%増）となり、利益面におきましては、営業利益は175百万円（前年

同四半期比87.7%減）、経常利益は227百万円（前年同四半期比84.6%減）、当第１四半期純利益は73百

万円（前年同四半期比90.5%減）となりました。

当社および連結グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。

＜内燃機関部門＞

イ）舶用機関関連

主力の新造船向けディーゼル機関を中心に販売台数は増加したものの、販売価格が下落したこと

に加え、メンテナンス関連の売上が減少したこと等の影響により、売上高は11,581百万円（前年同

四半期比1.7%増）、セグメント利益は842百万円（前年同四半期比55.0%減）となりました。

ロ）陸用機関関連

海外向けの機関販売が減少したことにより、売上高は1,073百万円（前年同四半期比10.8%減）、

セグメント損失は94百万円（前年同四半期は99百万円のセグメント利益）となりました。

従いまして、当部門の売上高は12,654百万円（前年同四半期比0.5%増）、セグメント利益は748百万

円（前年同四半期比62.0%減）となりました。

＜その他の部門＞

イ）産業機器関連

主力のアルミホイール部門に関しましては、軽自動車業界において新車の生産が回復基調となっ

たことを受け売上高は増加したものの、セグメント利益は減少となりました。

ロ）不動産賃貸関連

不動産賃貸関連に関しましては、売上高、セグメント利益とも減少となりました。

従いまして、当部門の売上高は447百万円（前年同四半期比8.3%増）、セグメント利益は97百万円

（前年同四半期比18.7%減）となりました。

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
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当第１四半期連結会計期間末における資産の部では、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受

取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ、1,015百万円減少となりました。また、減価償却に伴

い、有形固定資産は前連結会計年度末に比べ、606百万円減少し、18,863百万円となりました。一方

で、たな卸資産が前連結会計年度末に比べ、675百万円増加となりました。その結果、資産の部合計に

ついては、前連結会計年度末に比べ、1,030百万円減少し、66,846百万円となりました。

負債の部では、長期借入金の残高が前連結会計年度末に比べ、244百万円減少し、6,596百万円となり

ました。また、法人税等の支払により、未払法人税等が前連結会計年度末に比べ、897百万円減少しま

した。一方で、短期借入金の残高は243百万円増加し、7,418百万円となりました。その結果、負債の部

合計では、前連結会計年度末に比べ、879百万円減少し、42,614百万円となりました。

純資産の部では、配当を実施したことにより、利益剰余金は181百万円減少となりました。その結

果、純資産の部合計では、前連結会計年度末に比べ、150百万円減少し、24,232百万円となりました。

平成25年3月期の連結業績予想につきましては、平成24年4月26日に公表いたしました内容から変更は

ございません。

なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の

様々な要因によって変動する場合があります。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

国内連結子会社の一部は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

これにより、従来の方法に比べて、損益に与える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

（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

２．サマリー情報(注記事項)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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,873 16,839

受取手形及び売掛金 15,682 14,667

たな卸資産 9,018 9,694

繰延税金資産 2,189 2,260

その他 737 669

貸倒引当金 △225 △105

流動資産合計 44,276 44,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,523 7,425

機械装置及び運搬具（純額） 5,717 5,451

土地 4,987 4,891

建設仮勘定 80 53

その他（純額） 1,161 1,042

有形固定資産合計 19,470 18,863

無形固定資産 768 671

投資その他の資産

投資有価証券 721 668

長期貸付金 11 10

繰延税金資産 1,701 1,707

その他 1,035 1,005

貸倒引当金 △108 △108

投資その他の資産合計 3,361 3,285

固定資産合計 23,601 22,820

資産合計 67,877 66,846

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,089 13,064

短期借入金 7,175 7,418

リース債務 452 401

未払法人税等 1,204 306

賞与引当金 653 249

役員賞与引当金 45 11

未払費用 3,238 3,110

その他 2,255 2,935

流動負債合計 28,113 27,497
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 6,840 6,596

リース債務 390 324

再評価に係る繰延税金負債 479 479

退職給付引当金 4,466 4,483

役員退職慰労引当金 415 313

その他 2,789 2,920

固定負債合計 15,380 15,117

負債合計 43,494 42,614

純資産の部

株主資本

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,170 2,170

利益剰余金 19,294 19,113

自己株式 △8 △8

株主資本合計 23,891 23,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43 9

繰延ヘッジ損益 △21 △1

土地再評価差額金 748 748

為替換算調整勘定 △291 △248

その他の包括利益累計額合計 477 507

少数株主持分 13 14

純資産合計 24,382 24,232

負債純資産合計 67,877 66,846
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 13,007 13,101

売上原価 9,063 10,360

売上総利益 3,944 2,741

販売費及び一般管理費

販売費 1,852 1,894

一般管理費 667 671

販売費及び一般管理費合計 2,519 2,566

営業利益 1,424 175

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 7 5

業務受託料 17 0

負ののれん償却額 15 15

雑収入 107 133

営業外収益合計 151 159

営業外費用

支払利息 58 49

為替差損 30 51

雑損失 6 7

営業外費用合計 95 107

経常利益 1,480 227

特別利益

固定資産売却益 3 3

特別利益合計 3 3

特別損失

固定資産廃棄損 3 12

その他 0 2

特別損失合計 3 14

税金等調整前四半期純利益 1,480 216

法人税、住民税及び事業税 646 187

法人税等調整額 54 △45

法人税等合計 701 141

少数株主損益調整前四半期純利益 778 74

少数株主利益 0 0

四半期純利益 778 73
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 778 74

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 △34

繰延ヘッジ損益 3 20

為替換算調整勘定 27 43

その他の包括利益合計 19 29

四半期包括利益 798 103

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 798 103

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）

該当事項はありません。

【セグメント情報】

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

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） （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、産業機器関連事業及び不動産賃貸関

連事業を含んでおります。

②セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） （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、産業機器関連事業及び不動産賃貸関

連事業を含んでおります。

②セグメント利益の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

④「サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記載

の通り、国内連結子会社の一部は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、セグメント損益に与える影響は軽微であります。

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）

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

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

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売 上 高
(1)外部顧客への

売上高 11,392 1,202 12,594 413 13,007 ─ 13,007
(2)セグメント間の

内部売上高又は
振替高 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 11,392 1,202 12,594 413 13,007 ─ 13,007

セグメント利益 1,872 99 1,971 120 2,091 △667 1,424

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

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売 上 高
(1)外部顧客への

売上高 11,581 1,073 12,654 447 13,101 ─ 13,101
(2)セグメント間の

内部売上高又は
振替高 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 11,581 1,073 12,654 447 13,101 ─ 13,101

セグメント利益
又は損失（△）

842 △94 748 97 846 △671 175

（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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1）生 産 実 績

当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円）

（注）①金額は、販売価格によっております。

②上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2）受 注 実 績

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円）

（注）①金額は、販売価格によっております。

②（ ）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。

③上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3）販 売 実 績

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円）

(注）①（ ）内は輸出高を示し、内数であります。

②主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

アジア（81.3％）、欧州（11.0％）、中南米（5.0％）、北米（2.5％）、その他（0.2％）

③「その他」には産業機器関連(290百万円)、不動産賃貸関連(156百万円)等を含んでおります。

④上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）

セグメントの名称 数 量 金 額
前年同四半期増減率

馬力 ％

内燃機関部門

舶用機関関連 340,359 11,581 1.7

陸用機関関連 1,480 1,073 △10.8

その他の部門 ─ 290 15.6

合 計 12,945 0.8

セグメントの名称
受 注 高 受 注 残 高

数 量 金 額
前年同四半期

増減率
数 量 金 額

前年同四半期
増減率

馬力 ％ 馬力 ％

内燃機関部門

舶用機関関連 142,702 6,936 △43.8 1,454,756 28,267 △21.0

(3,853) (16,162)

陸用機関関連 23,753 2,348 113.3 90,927 4,440 12.7

(930) (69)

その他の部門 ─ 329 31.5 ─ 119 28.5

(─) (─)

合 計
9,614

△29.8
32,827

△17.6
(4,784) (16,232)

セグメントの名称 数 量 金 額 輸出比率 前年同四半期増減率

馬力 ％ ％
内燃機関部門

舶用機関関連 340,359 11,581 55.5 1.7

(6,426)

陸用機関関連 1,480 1,073 86.9 △10.8

(932)

その他の部門 ─ 447 ─ 8.3

(注)③ (─)

合 計
13,101

56.2 0.7
(7,358)
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