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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 7,430 12.7 139 ― 30 ― △59 ―

24年3月期第1四半期 6,591 12.4 △117 ― △144 ― △162 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 66百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △124百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △458.79 ―

24年3月期第1四半期 △1,263.82 ―

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 31,677 15,719 47.8
24年3月期 31,510 15,878 48.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,140百万円 24年3月期  15,296百万円

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

24年3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

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) 16,800 12.0 550 62.7 500 201.2 150 971.4 1,165.34
通期 36,800 10.6 2,000 20.6 1,800 14.5 800 20.8 6,215.14



(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 

(注)詳細は、添付資料P.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P３ 「（３）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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  有

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 135,241 株 24年3月期 135,241 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,523 株 24年3月期 6,523 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 128,718 株 24年3月期1Q 128,718 株
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当第１四半期連結累計期間における経済情勢は、欧州金融危機の深刻化による景気の下振れリスクが

懸念されたものの、日本、米州及びアジアでは全般的に堅調に推移いたしました。中国は、昨年後半か

らの金融引締め政策の影響により、需要は低調に推移いたしました。 

このような環境の下、当社グループにおいては、中期経営計画の２年目として、計画の実現性を高め

るべく、①アジアを中心とした新興市場への事業展開、②製品ラインナップの強化、③生産及び調達の

グローバル展開、④クレーンビジネス体制の構築、に取り組んでおります。 

  

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、7,430百万円（前年同期比12.7％増）となり

ました。利益につきましては、連結営業利益139百万円（前年同期は117百万円の連結営業損失）、連結

経常利益30百万円（前年同期は144百万円の連結経常損失）、連結四半期純損失59百万円（前年同期は

162百万円の連結四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。当社グループは、当社および連結子会社の所在

地別セグメント区分で事業活動を展開しております。なお、前期までアジアに含まれていた中国を当第

１四半期連結累計期間より１つの報告セグメントとして抽出しております。 

  

 
  

（日本） 

国内、海外とも引き続き堅調に推移したため、売上高は5,088百万円と前年同期に比べて34.8％の増

加となりました。また、営業利益は626百万円（前年同期比877.2％増）となりました。日本国内向けの

売上高は、東日本大震災からの復興需要に加え、民間セクターでも需要が緩やかに回復し、2,460百万

円（前年同期比20.5％増）となりました。 

（米州） 

米国ではマクロ指標の悪化が懸念されたものの、堅調な需要が継続しました。カナダでは、天然資源

関連の設備投資が顕著に増加いたしました。しかし、為替の影響もあり、日本円換算後の売上高は

2,298百万円（前年同期比25.3％増）に留まりました。また、利益につきましては、昨年設立したブラ

ジル子会社の先行費用により、1百万円の営業損失（前年同期は12百万円の営業利益）となりました。

尚、売上高は前年同期に比べて、現地通貨ベースで米国が26.8％、カナダが41.7％増加しております。

なお、ブラジルは、2012年１－３月が当第１四半期連結累計期間となります。 

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

セグメントの名称 売上高（前年同期比） 営業損益（前年同期比）

日本
5,088百万円
（34.8％増）

626百万円
（877.2％増）

米州
2,298百万円
（25.3％増）

△1百万円
（前年同期は12百万円の営業利益）

中国
1,569百万円
（11.6％減）

163百万円
（25.3％減）

アジア
649百万円

（5.4％減）
△79百万円

（前年同期は6百万円の営業損失）

欧州
320百万円

（19.3％増）
△34百万円

（前年同期は30百万円の営業損失）
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（中国） 

中国は、当局による金融緩和施策も見られたものの、需要は全般的に低調に推移いたしました。その

結果、売上高は1,569百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益は163百万円（前年同期比25.3％減）と

なりました。 

なお、中国は、2012年１－３月が当第１四半期連結累計期間となります。 

（アジア） 

タイの自動車関連産業を中心に活発な投資活動が継続していることに加え、昨年子会社を設立したイ

ンドネシアでも需要が好調に推移いたしました。しかしながら、大型案件が下期に集中していることか

ら、売上高は649百万円（前年同期比5.4％減）、営業損失79百万円（前年同期は6百万円の営業損失）

となりました。 

なお、タイ、韓国につきましては、2012年１－３月が当第１四半期連結累計期間となります。 

（欧州） 

欧州では、景気減速の影響を受けながらも、売上高は320百万円と前年同期に比べて19.3％増加いた

しましたが、円高の影響等により、営業損失34百万円（前年同期は30百万円の営業損失）となりまし

た。 

  

資産合計は31,677百万円と前連結会計年度末に対し167百万円増加いたしました。これは、現金

及び預金の増加160百万円、商品及び製品の増加756百万円、仕掛品の増加560百万円、受取手形及

び売掛金の減少1,373百万円等によるものです。 

負債合計は15,958百万円と前連結会計年度末に対し326百万円増加いたしました。これは、支払

手形及び買掛金の増加287百万円、短期借入金の増加425百万円、その他の増加506百万円、未払費

用の減少310百万円、未払法人税等の減少263百万円、引当金の減少277百万円等によるものです。 

純資産合計は15,719百万円と前連結会計年度末に対し158百万円減少いたしました。これは、利

益剰余金の減少187百万円、為替換算調整勘定の増加32百万円等によるものです。 

  

平成25年３月期の第２四半期累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日

に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①  資産

②  負債

③  純資産

（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。 

  

従来、税金費用については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法にて計算する方法に変更しております。 

これは、当社グループのグローバル展開の進展及び中期経営計画の進捗を踏まえ、前期から当期にか

けて策定された、当期以降に実行される具体的な計画の中で、今後の税金費用を再度検討したところ、

税金等調整前四半期純利益に対する連結子会社からの受取配当金等永久に益金に算入されない項目の割

合が年度の見積実効税率の算出における課税所得に対する割合に比べて高くなり、従前の方法では、四

半期連結累計期間の経営成績を適切に反映できなくなると判断し、年度決算同様の方法を採用すること

によって、四半期連結累計期間の課税所得に対応する税金費用をより正確に反映させるとともに経営成

績をより適切に表示することを目的として行ったものです。 

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 

  

従来、当社は有形固定資産の減価償却方法については、主として定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法)を採用しておりましたが、当連結会計年

度より定額法に変更しております。 

この変更は、中期経営計画における投資計画の検討を機に、有形固定資産の減価償却の方法について

再度検討したことによるものであります。その結果、使用期間中に長期安定的に稼動していること、急

激な技術的陳腐化は見られないことが確認されました。また、当社の製品需要実態から、今後の投資に

おいても同様の状況が見込まれ、投資効果が平均的に生ずると見込まれるため、有形固定資産の減価償

却方法として定額法を採用することが費用配分の観点から合理的であり、経済実態をより適切に反映で

きると判断し、今回の変更を行うものであります。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は31百万円減

少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ19百万円増加しております。 

なお、この変更がセグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

１．会計方針の変更

２．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
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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 5,342 5,503

受取手形及び売掛金 6,690 5,316

商品及び製品 5,939 6,696

仕掛品 1,712 2,273

原材料及び貯蔵品 913 908

その他 1,676 1,753

貸倒引当金 △40 △39

流動資産合計 22,235 22,412

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,450 2,477

機械装置及び運搬具（純額） 2,089 2,077

その他（純額） 2,324 2,377

有形固定資産合計 6,864 6,932

無形固定資産

のれん 613 544

その他 158 165

無形固定資産合計 772 709

投資その他の資産

繰延税金資産 878 901

その他 740 705

投資その他の資産合計 1,618 1,606

固定資産合計 9,255 9,248

繰延資産 19 16

資産合計 31,510 31,677
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,110 6,398

短期借入金 1,658 2,083

未払費用 1,430 1,119

未払法人税等 365 102

引当金 420 143

その他 1,252 1,758

流動負債合計 11,237 11,606

固定負債

社債 1,300 1,300

長期借入金 685 640

退職給付引当金 2,079 2,109

役員退職慰労引当金 143 126

その他 186 175

固定負債合計 4,394 4,351

負債合計 15,632 15,958

純資産の部

株主資本

資本金 3,976 3,976

資本剰余金 5,199 5,199

利益剰余金 8,887 8,699

自己株式 △587 △587

株主資本合計 17,477 17,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3 △5

為替換算調整勘定 △2,176 △2,143

その他の包括利益累計額合計 △2,180 △2,149

新株予約権 36 39

少数株主持分 544 539

純資産合計 15,878 15,719

負債純資産合計 31,510 31,677
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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 6,591 7,430

売上原価 4,673 5,119

売上総利益 1,918 2,311

販売費及び一般管理費 2,035 2,171

営業利益又は営業損失（△） △117 139

営業外収益

受取利息 2 5

受取配当金 0 0

その他 49 42

営業外収益合計 52 48

営業外費用

支払利息 13 21

為替差損 41 110

その他 25 25

営業外費用合計 80 156

経常利益又は経常損失（△） △144 30

特別損失

固定資産除却損 12 －

保険解約損 － 2

特別損失合計 12 2

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（△）

△157 27

法人税等 △22 67

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △134 △39

少数株主利益 27 19

四半期純損失（△） △162 △59
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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損失（△） △134 △39

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 △1

為替換算調整勘定 9 107

その他の包括利益合計 10 106

四半期包括利益 △124 66

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △177 △28

少数株主に係る四半期包括利益 53 94
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

  

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. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△376百万円には、セグメント間取引消去△１百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△375百万円が含まれております。全社費用は、主に親会社の総

務部門、経理部門及び経営企画部門に係る費用であります。 

２. セグメント利益又はセグメント損失(△)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 

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

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２日本 米州 中国 アジア 欧州

売上高

  外部顧客への売上高 2,256 1,834 1,740 492 266 6,591 ― 6,591

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,518 0 34 193 1 1,748 △1,748 ―

計 3,774 1,834 1,775 686 268 8,339 △1,748 6,591

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

64 12 219 △6 △30 259 △376 △117
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Ⅱ 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) 

  

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. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△535百万円には、セグメント間取引消去△178百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△356百万円が含まれております。全社費用は、主に親会社の総

務部門、経理部門及び経営企画部門に係る費用であります。 

２. セグメント利益又はセグメント損失(△)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 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

(報告セグメントの変更) 

2011年１月に発表いたしました「中期経営計画2011-2015」における地域戦略の進展に伴い、当社の主要

市場である中国市場と成長市場と位置付けている中国以外のアジア地域市場の実態をより的確に把握する

ために、当第１四半期連結会計期間より、従来「アジア」に含まれていた「中国」について、報告セグメ

ントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成してお

り、前第１四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

  

(減価償却方法の変更) 

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に記載のとおり、従来、当社は有形固定

資産の減価償却方法については、主として定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物付

属設備は除く)については定額法)を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しておりま

す。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益が19百

万円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２日本 米州 中国 アジア 欧州

売上高

  外部顧客への売上高 2,786 2,298 1,528 496 320 7,430 ― 7,430

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,301 0 40 153 0 2,495 △2,495 ―

計 5,088 2,298 1,569 649 320 9,926 △2,495 7,430

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

626 △1 163 △79 △34 675 △535 139

（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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