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1.  平成25年4月期第3四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成25年1月31日） 

（注）前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成24年4月期第3四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載して
おりません。 

(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4月期第3四半期 5,769 ― 545 ― 613 ― 361 ―
24年4月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年4月期第3四半期 467百万円 （―％） 24年4月期第3四半期 ―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4月期第3四半期 53.17 ―
24年4月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第3四半期 10,654 9,319 87.5
24年4月期 11,558 8,954 77.5
（参考） 自己資本   25年4月期第3四半期  9,319百万円 24年4月期  8,954百万円

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4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年4月期 ― 0.00 ―
25年4月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30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 7,350 △30.6 540 △62.7 560 △62.1 310 △63.0 45.64



(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）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）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） 

（注）前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成24年4月期第3四半期の数値については記載しておりません。 

※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 
連結業績予想につきましては、当社で現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々の要因によって、実際の業績は予想数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「1.当四半期決算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」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4月期3Q 6,800,000 株 24年4月期 6,800,000 株
② 期末自己株式数 25年4月期3Q 7,809 株 24年4月期 7,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期3Q 6,792,571 株 24年4月期3Q ― 株
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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 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災以降の復興需要や経済対

策により、ゆるやかな回復基調が見られ、昨年 12 月に交代した新政権の景気浮揚策への期待

から、懸念されていた円高の是正が進み景気回復の期待感が増大しましたが、未だ景気の先

行きは不透明な状況が続きました。また、海外におきましても、欧州や米国の景気回復の遅

れ、これまで高い経済成長を示してきた新興国、特に中国の景気減速の影響などにより、依

然として不透明な状況で推移しました。その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び持

分法適用会社）の業績は、下記のとおりとなりました。 

当第３四半期連結累計期間は、売上高は 57 億 69 百万円、営業利益５億 45 百万円、経常利

益６億 13 百万円、四半期純利益３億 61 百万円となりました。 

主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメン

トであるため、セグメントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上44億 96百万円、海外売上３億97百万円となりました。 

当社グループの主力である建設機械部門の受注は、当連結会計年度に入りましても、総じ

て減少となりました。特に、中国では金融緩和策が実施されたものの、依然として新規プロ

ジェクトの動きがなく、市場の回復が遅れているため大幅に減少しました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、６億８百万円となりました。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、88 百万円となりました。 

 

なお、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記

載しておりません。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ９億４百万円減少し、

106 億 54 百万円となりました。これは主に、現金及び預金が２億 62 百万円、流動資産のそ

の他が 76 百万円、投資有価証券が１億 14 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が 13

億３百万円、有形固定資産が 76 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ 12 億 70 百万円減少し、

13 億 34 百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が６億 50 百万円、未払法人

税等が２億円、流動負債のその他が２億 30 百万円、長期借入金が１億１百万円それぞれ減少

したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ３億 65 百万円増加し、

93 億 19 百万円となりました。これは主に、利益剰余金が２億 59 百万円、その他有価証券評

価差額金が 35 百万円、為替換算調整勘定が 71 百万円それぞれ増加したことによるものであ

ります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年４月期の通期の業績予想につきましては、平成 24 年 12 月 10 日に公表いたしま

した数値から変更はございません。 



 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（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） 

当社は、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５月１日以後

に取得した有形固定資産については、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。 

これによる、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。 

 



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24年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,925,260 3,187,869

受取手形及び売掛金 3,248,438 1,945,048

有価証券 100,023 50,000

商品及び製品 213,664 247,082

仕掛品 146,834 135,026

原材料及び貯蔵品 117,214 126,419

その他 200,211 277,123

貸倒引当金 △664 △153

流動資産合計 6,950,985 5,968,417

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,175,271 1,160,152

機械装置及び運搬具（純額） 1,244,924 1,299,640

その他（純額） 857,404 740,831

有形固定資産合計 3,277,600 3,200,625

無形固定資産 14,058 41,797

投資その他の資産   

投資有価証券 1,007,983 1,122,900

関係会社株式 157,416 166,281

その他 184,797 188,826

貸倒引当金 △33,888 △34,588

投資その他の資産合計 1,316,308 1,443,419

固定資産合計 4,607,967 4,685,841

資産合計 11,558,952 10,654,259

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 882,998 232,022

1年内返済予定の長期借入金 140,615 135,060

未払法人税等 200,236 －

賞与引当金 177,937 85,309

その他 457,656 227,617

流動負債合計 1,859,443 680,008

固定負債   

長期借入金 219,920 118,625

退職給付引当金 153,472 162,746

役員退職慰労引当金 211,555 203,120

その他 160,246 169,943

固定負債合計 745,194 654,435

負債合計 2,604,637 1,334,444



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 7,485,305 7,744,603

自己株式 △5,958 △6,324

株主資本合計 8,535,589 8,794,520

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 359,150 394,458

為替換算調整勘定 59,575 130,835

その他の包括利益累計額合計 418,725 525,294

純資産合計 8,954,315 9,319,814

負債純資産合計 11,558,952 10,654,259



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 5,769,303

売上原価 4,530,607

売上総利益 1,238,695

販売費及び一般管理費 693,024

営業利益 545,671

営業外収益  

受取利息 2,768

受取配当金 17,021

為替差益 28,538

持分法による投資利益 8,865

その他 12,740

営業外収益合計 69,934

営業外費用  

支払利息 1,668

営業外費用合計 1,668

経常利益 613,937

特別利益  

投資有価証券売却益 100

固定資産売却益 79

特別利益合計 179

特別損失  

会員権評価損 700

固定資産除却損 759

特別損失合計 1,459

税金等調整前四半期純利益 612,657

法人税、住民税及び事業税 199,802

法人税等調整額 51,665

法人税等合計 251,468

少数株主損益調整前四半期純利益 361,189

四半期純利益 361,189



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 361,189

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 35,308

為替換算調整勘定 71,260

その他の包括利益合計 106,568

四半期包括利益 467,758

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 467,758

少数株主に係る四半期包括利益 －



 

（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

（１）役員の異動 

  退任役員 

役 職 氏 名 退任日 退任理由 

監査役（非常勤・社外監査役） 板尾 昭栄 平成24年 12月 28日 逝去によるため 

 

（２）販売実績 

当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第３四半期連結累計期間 
（自平成 24 年５月 １日 事業部門の名称 

至平成 25 年１月 31 日） 

 建設機械（千円）  4,893,394

 自動車関連（千円）  608,722

 産業機械（千円）  88,224

 その他（千円）  178,961

 合計（千円）  5,769,303

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載してお

りません。 
４．当第３四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
当第３四半期連結累計期間 
（自平成 24 年５月 １日 

至平成 25 年１月 31 日） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 
㈱小松製作所 1,159,223 20.1

コマツ物流㈱ 826,676 14.3

 
以上 
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