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

25年3月期第3四半期 17,980 6.7 917 19.3 907 22.2 633 △3.6
24年3月期第3四半期 16,854 4.0 769 △24.7 743 △24.3 657 △21.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 752百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △42百万円 （―％）

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3四半期 5.06 ―
24年3月期第3四半期 5.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 25,791 13,249 50.9 104.85
24年3月期 27,001 12,624 46.4 99.93
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,138百万円 24年3月期  12,521百万円

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 ― 1.00 1.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想）
1.00 

～2.00
1.00

～2.00

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、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 23,400 △2.8 1,060 △9.1 1,030 △7.4 930 △58.4 7.42



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第１０条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．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」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、金融商品取引法に基づく
四半期連結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。 

※  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3Q 125,481,348 株 24年3月期 125,481,348 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 171,160 株 24年3月期 168,822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 125,311,357 株 24年3月期3Q 125,314,328 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わが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やかな回復基調

となり、また、年末には為替は円安基調、株価は上昇傾向となりましたが、欧州の債務問題、中国など新興国の景

気減速懸念などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 このような状況の下で、当社グループは、積極的な受注活動の展開、収益性の向上を目指した改善活動、効率

的な生産体制の構築を進めてまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、工作機械、建

機、建材が増加したことにより、前年同四半期に比べ6.7％増の17,980百万円となりました。 

 利益については、増収に伴う利益増などにより、営業利益は917百万円（前年同四半期比19.3％増）、経常利益

は907百万円（前年同四半期比22.2％増）となりましたが、特別損失に製品安全対策費用、固定資産の減損損失な

どを計上した結果、四半期純利益は633百万円（前年同四半期比3.6％減）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の総資産は、257億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億9百万円減少しま

した。これは、主として有価証券の減少16億43百万円、現金及び預金の減少13億77百万円と仕掛品の増加８億９百

万円、投資有価証券の増加６億85百万円によるものであります。  

 負債合計は、125億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億34百万円減少しました。これは、主として長

期借入金の減少４億38百万円、短期借入金の減少３億62百万円、支払手形及び買掛金の減少３億48百万円、退職給

付引当金の減少２億83百万円によるものであります。  

 純資産合計は、132億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億24百万円増加しました。これは、主として

利益剰余金の増加５億８百万円、その他有価証券評価差額金の増加１億13百万円によるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成24年５月14日に公表いたしました業績予想に

変更はありません。 

   

   

（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 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

    なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）   

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 

   

   

１．当四半期決算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
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,998 2,620

受取手形及び売掛金 9,179 9,743

有価証券 1,953 310

商品及び製品 287 391

仕掛品 2,561 3,370

原材料及び貯蔵品 243 243

繰延税金資産 19 8

その他 193 165

貸倒引当金 △37 △40

流動資産合計 18,399 16,814

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,603 2,509

その他（純額） 1,946 1,659

有形固定資産合計 4,550 4,169

無形固定資産 22 24

投資その他の資産   

投資有価証券 3,200 3,886

その他 1,008 1,078

貸倒引当金 △180 △180

投資その他の資産合計 4,028 4,784

固定資産合計 8,601 8,977

資産合計 27,001 25,791

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,441 4,092

短期借入金 1,381 1,019

1年内償還予定の社債 375 285

未払金 98 78

未払費用 869 877

未払法人税等 63 52

未払消費税等 103 87

賞与引当金 360 181

役員賞与引当金 6 5

その他 169 265

流動負債合計 7,869 6,945
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

社債 622 415

長期借入金 777 339

繰延税金負債 434 488

退職給付引当金 3,942 3,659

環境安全対策引当金 124 124

資産除去債務 77 78

その他 529 492

固定負債合計 6,507 5,596

負債合計 14,376 12,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,019 9,019

利益剰余金 2,759 3,267

自己株式 △17 △17

株主資本合計 11,761 12,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 759 873

繰延ヘッジ損益 △0 △5

その他の包括利益累計額合計 759 868

少数株主持分 102 111

純資産合計 12,624 13,249

負債純資産合計 27,001 25,791
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 16,854 17,980

売上原価 13,824 14,735

売上総利益 3,030 3,244

販売費及び一般管理費 2,261 2,327

営業利益 769 917

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 135 99

助成金収入 9 －

雑収入 46 44

営業外収益合計 193 144

営業外費用   

支払利息 66 32

デリバティブ評価損 4 －

遊休資産維持管理費用 43 37

雑損失 104 84

営業外費用合計 219 154

経常利益 743 907

特別利益   

固定資産売却益 15 2

固定資産処分益 0 0

投資有価証券売却益 2 －

その他 0 －

特別利益合計 17 2

特別損失   

製品安全対策費用 43 93

投資有価証券評価損 3 3

固定資産売却損 0 0

固定資産処分損 1 2

減損損失 － 64

その他 0 －

特別損失合計 50 163

税金等調整前四半期純利益 710 747

法人税等 55 102

少数株主損益調整前四半期純利益 655 644

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 10

四半期純利益 657 633
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 655 644

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △698 113

繰延ヘッジ損益 － △5

その他の包括利益合計 △698 108

四半期包括利益 △42 752

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △40 741

少数株主に係る四半期包括利益 △1 10
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該当事項はありません。   

   

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、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去３百万円であります。 

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利益又は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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去△２百万円であります。 

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利益又は損失と調整を行っております。

  

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

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

工作機械
関連 

火 器 建 機 建 材 
不動産
賃貸 

国内販売
子会社 

計 

売上高                       

外部顧客への

売上高 
 7,966  3,913  997  1,198  263  1,720  16,059  794  16,854  －  16,854

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 239  4  4  －  10  187  446  500  947  △947  －

計  8,206  3,917  1,002  1,198  274  1,908  16,506  1,295  17,802  △947  16,854

セグメント利益

又は損失（△） 
 287  311  43  △255  222  77  687  78  765  3  769

  （単位：百万円）

  

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

工作機械
関連 

火 器 建 機 建 材 
不動産
賃貸 

国内販売
子会社 

計 

売上高                       

外部顧客への

売上高 
 9,258  3,621  1,103  1,454  260  1,605  17,303  677  17,980  －  17,980

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 243  2  3  －  10  237  496  546  1,043  △1,043  －

計  9,501  3,623  1,106  1,454  270  1,842  17,799  1,224  19,024  △1,043  17,980

セグメント利益

又は損失（△） 
 623  44  52  △96  215  48  888  32  920  △2  917
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 前連結会計年度より、「その他」に含まれていた「建機」について量的な重要性が増したため報告セグメントと

して記載する方法に変更しております。 

 また、工作機械の販売を行っております連結子会社「ホーワマシナリーシンガポール㈱」の売上高及び営業損益

は、従来、「その他」に含めて表示しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「工作機械関連」に含めて

表示する方法に変更いたしました。 

 これは、グローバル化の進展に伴い、工作機械の販売を行っております海外連結子会社を工作機械関連セグメン

トに含めて収益管理する方法に変更したものであり、セグメント別売上高、営業損益をより的確に表示する為に行

ったものであります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、工作機械関連の当第３四半期連結累計期

間の売上高が 百万円、セグメント利益が 百万円増加しております。また、前第３四半期連結累計期間の売上

高が 百万円増加し、セグメント利益が２百万円増加しております。  

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを

開示しております。 

「会計方針の変更等」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会

計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に

変更しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

３．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。 

  

877 29

317
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