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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 8,475 2.5 592 18.2 605 19.4 469 13.1
24年3月期 8,266 56.1 501 ― 507 ― 415 591.1

（注）包括利益 25年3月期 565百万円 （45.5％） 24年3月期 388百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 81.73 ― 11.0 6.1 7.0
24年3月期 68.63 ― 10.7 5.5 6.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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 10,238 4,522 44.2 786.60
24年3月期 9,675 4,007 41.4 696.68

（参考） 自己資本   25年3月期  4,522百万円 24年3月期  4,007百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 991 △99 △413 2,104
24年3月期 △108 82 △487 1,613

2.  配当の状況 

（注） 25年３月期期末配当金の内訳   普通配当      6円00銭 
                          記念配当      4円00銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 8.50 8.50 48 12.4 1.2
25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 57 12.2 1.3
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 8.50 8.50 13.6

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

 

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) 4,300 2.4 310 △22.6 310 △22.6 180 △28.6 31.30
通期 8,600 1.5 620 4.6 610 0.7 360 △23.4 62.61



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 6,200,000 株 24年3月期 6,200,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 450,116 株 24年3月期 448,126 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 5,750,874 株 24年3月期 6,053,594 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 8,007 0.8 396 8.6 459 14.8 370 13.5
24年3月期 7,940 57.7 365 ― 399 ― 326 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 64.38 ―
24年3月期 53.87 ―

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 9,275 4,145 44.7 721.02
24年3月期 9,028 3,810 42.2 662.53

（参考） 自己資本 25年3月期  4,145百万円 24年3月期  3,810百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手
続は終了しておりません。 

※ 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、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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,900 △0.4 200 △34.2 110 △41.8 19.13
通期 7,700 △3.8 390 △15.0 220 △40.6 38.26
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は、復興需要などを背景に緩やかな回復傾向にあったものの、円高継

続及び中国関係悪化等から輸出の減少が加速し、景気後退への懸念が強まりましたが、後半は、12月の政権交代によ

る経済政策への期待感から、為替相場は円安に、株式市場は上昇に転じ、景気回復への兆しが見られました。 

①当期の経営成績 

このような環境のもとで当社グループは、引き続き東日本大震災の復旧・復興に関わる商品を提供するととも

に、主力商品の油圧ブレーカー、圧砕機、環境関連機器の販売に注力しました結果、当連結会計年度の業績は、売上

高 百万円（前年同期比 %増）、営業利益 百万円（前年同期比 %増）、経常利益 百万円（前年同期比

%増）、当期純利益 百万円（前年同期比 %増）の増収・増益となりました。 

  

当連結会計年度のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

国内事業は、売上高全体で 百万円（前年同期比 %増）となっており、油圧ブレーカーの売上高は 百万

円（前年同期比 %減）、圧砕機は 百万円（前年同期比 %増）、環境機械は、 百万円（前年同期比

%減）となりました。また、原材料売上高は 百万円（前年同期比 %増）及び修理売上高は 百万円（前

年同期比 %増）となりました。利益については、セグメント利益 百万円（前年同期比 %減）となりました。

海外事業は、米国でのレンタル業者向け売上増が寄与し、売上高は 百万円（前年同期比 %増）となりま

した。利益については、セグメント利益 百万円（前年同期はセグメント損失 百万円）となりました。  

  

②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、日銀による一層の金融緩和や政府の成長戦略による景気回復期待の高まりなど、先

行きに明るい展望が窺えるものの、電気料金の値上げや円安による原油や原材料の高騰が懸念され、景気は予断を許

さない状況が続くものと思われますが、当社グループは、国内においては新規マーケットへの取り組みを、海外にお

いては成長の見込める市場の絞り込みにより、業績向上に努めます。 

  

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

8,475 2.5 592 18.2 605

19.4 469 13.1

7,297 0.7 789

7.9 2,954 12.8 1,049

12.4 1,062 3.1 612

12.6 559 3.1

1,177 15.9

32 78

（ 連 結 業 績 見 通 し ） （ 個 別 業 績 見 通 し ）

売 上 高 百万円8,600 売 上 高 百万円7,700

営 業 利 益 百万円620 営 業 利 益 百万円350

経 常 利 益 百万円610 経 常 利 益 百万円390

当 期 純 利 益 百万円360 当 期 純 利 益 百万円220



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

「資産の部」 

 当連結会計年度における資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり 百万円増加しま

した。受取手形及び売掛金が 百万円減少しましたが、現金及び預金が 百万円、商品及び製品が 百万円、原

材料及び貯蔵品が 百万円増加したことが主な要因です。 

「負債の部」 

 当連結会計年度における負債の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり 百万円増加しまし

た。短期借入金が 百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が 百万円、未払法人税等が 百万円、長期借

入金が 百万円増加したことが主な要因です。 

「純資産の部」 

 当連結会計年度における純資産の残高は 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり 百万円増加しま

した。当期純利益 百万円（前連結会計年度 百万円）を計上したこと等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加額 百万円、有形

固定資産の取得による支出 百万円等の支出要因がありましたが、売上債権の減少額 百万円、税金等調整前当期

純利益 百万円等の収入要因があったことから、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、当連結会計年度末には

百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期 百万円の支出）となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加額 百万円がありましたが、売上債権の減少額 百万円、仕入債務の増加額 百万

円、税金等調整前当期純利益 百万円が計上されたことによるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期 百万円の収入）となりました。これ

は主に、有形固定資産の売却による収入 百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出 百万円、投資有

価証券の取得による支出 百万円が計上されたことによるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期 百万円の支出）となりました。こ

れは主に、長期借入れによる収入 百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出 百万円、短期借入金の

純減額 百万円が計上されたことによるものであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分につきましては、適正な利益を確保した上で、安定的かつ継続的な利益還元と企業体質の強化の

ための内部留保を経営の重要な方針としておりますが、当期の配当金につきましては、創業75周年の記念配当を含

め、 円 銭とさせていただきます。内部留保金につきましては、建設機械の市場等の変化に対応すべく、また、お

客様の顧客ニーズにお応えする開発体制を強化するため、有効投資してまいりたいと考えております。  
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 近の有価証券報告書（平成24年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は １．社会に存在価値のある会社 ２．会社に存在価値のある部門 ３．部門に存在価値のある個人 ４．

向上の矢印で確実な前進 を経営理念としております。この理念のもと、事業計画を策定し、各セクションがその年

度計画を達成することにより、一歩一歩、確実に前進して行くことを基本方針としております。 

 更に、お客様のニーズを的確に捉えた商品開発と行き届いたサービスの提供という活動を地道に進めていくことを

通じて、社員は育ち、会社は発展し、社会にも貢献できることを使命と考えています。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループの経営指標につきましては、事業の収益力をはかる売上高営業利益率を重視し、企業価値の増大に努

めてまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、中期経営計画と連動した重点施策を実施します。 

①海外戦略 

  ・売上比率を当面は20%に回復し、60期には30%を目指す 

  ・成長の見込める戦略市場を絞り込み（北米・東南アジア・インド）集中的に営業活動を実行する 

②国内戦略 

  ・アタッチメント以外の新しいマーケットへの取り組み 

  ・アフターマーケットビジネスの強化 

③製造・開発 

  ・製造部門と協力会社との関係強化 

  ・商品開発力と企画力の強化 

④人材育成 

  ・部門別、階層別の研修の継続による人材育成  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが対処すべき課題は、本年7月におかげさまで創業75周年を迎えることになりますが、これを機に100

周年を展望した基盤作りに取り組んで参りたいと思います。すなわち、多様化するお客様のニーズを的確に捉えた、

商品・部品・サービスの提供を通じ、国内では、新規マーケットへの取り組み、海外では、北米・新興国を中心に更

なる海外市場の開拓を、鋭意、進めて参ります。また、社員教育を一層充実させ人材育成をはかる一方で、経費の削

減、在庫の適正化等、体質強化策を実行していくことにより、グループ一丸となって業績向上に邁進していく所存で

ございます。  

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,776,524 2,267,178

受取手形及び売掛金 3,288,878 2,488,667

商品及び製品 981,210 1,426,793

原材料及び貯蔵品 900,262 1,190,865

繰延税金資産 86,402 139,750

その他 221,791 119,652

貸倒引当金 △10,923 △6,510

流動資産合計 7,244,145 7,626,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 543,102 498,516

機械装置及び運搬具（純額） 262,409 307,709

土地 1,423,710 1,423,710

その他（純額） 16,716 12,817

有形固定資産合計 2,245,938 2,242,753

無形固定資産   

その他 143,657 132,678

無形固定資産合計 143,657 132,678

投資その他の資産   

投資有価証券 14,091 92,636

繰延税金資産 － 115,005

その他 38,744 34,515

貸倒引当金 △10,801 △4,996

投資その他の資産合計 42,034 237,161

固定資産合計 2,431,629 2,612,593

資産合計 9,675,775 10,238,991



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,894,334 2,175,116

短期借入金 2,350,000 1,912,000

1年内返済予定の長期借入金 282,648 321,574

未払法人税等 97,862 245,463

賞与引当金 99,249 98,841

役員賞与引当金 36,711 42,670

固定資産撤去費用引当金 － 12,358

その他 324,017 277,082

流動負債合計 5,084,822 5,085,106

固定負債   

長期借入金 226,119 273,805

退職給付引当金 261,962 270,368

役員退職慰労引当金 70,575 80,705

その他 25,073 6,169

固定負債合計 583,730 631,048

負債合計 5,668,553 5,716,154

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,000,265

利益剰余金 2,249,700 2,670,807

自己株式 △125,395 △126,211

株主資本合計 4,174,269 4,594,561

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,162 19,746

繰延ヘッジ損益 4,229 106

為替換算調整勘定 △172,438 △91,577

その他の包括利益累計額合計 △167,047 △71,724

純資産合計 4,007,222 4,522,836

負債純資産合計 9,675,775 10,238,991



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 8,266,048 8,475,789

売上原価 5,935,793 5,929,573

売上総利益 2,330,255 2,546,216

販売費及び一般管理費 1,828,926 1,953,498

営業利益 501,328 592,718

営業外収益   

受取利息 7,618 5,456

受取配当金 421 962

固定資産売却益 32,048 16,417

受取保険金 － 12,202

為替差益 4,758 12,403

その他 6,321 13,208

営業外収益合計 51,168 60,651

営業外費用   

支払利息 36,045 32,649

債権売却損 5,195 6,768

固定資産除売却損 3,296 4,919

その他 532 3,405

営業外費用合計 45,069 47,742

経常利益 507,427 605,627

特別損失   

固定資産除却損 7,034 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 12,358

減損損失 5,789 31,166

特別損失合計 12,824 43,525

税金等調整前当期純利益 494,603 562,102

法人税、住民税及び事業税 94,366 280,118

法人税等調整額 △15,201 △188,013

法人税等合計 79,164 92,105

少数株主損益調整前当期純利益 415,438 469,997

当期純利益 415,438 469,997



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 415,438 469,997

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 79 18,583

繰延ヘッジ損益 2,879 △4,122

為替換算調整勘定 △29,845 80,861

その他の包括利益合計 △26,886 95,322

包括利益 388,551 565,320

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 388,551 565,320

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,049,700 1,049,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

当期首残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

当期首残高 1,865,241 2,249,700

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 415,438 469,997

当期変動額合計 384,459 421,106

当期末残高 2,249,700 2,670,807

自己株式   

当期首残高 △1,106 △125,395

当期変動額   

自己株式の取得 △124,288 △815

当期変動額合計 △124,288 △815

当期末残高 △125,395 △126,211

株主資本合計   

当期首残高 3,914,099 4,174,269

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 415,438 469,997

自己株式の取得 △124,288 △815

当期変動額合計 260,170 420,291

当期末残高 4,174,269 4,594,561



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,082 1,162

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79 18,583

当期変動額合計 79 18,583

当期末残高 1,162 19,746

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 1,350 4,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,879 △4,122

当期変動額合計 2,879 △4,122

当期末残高 4,229 106

為替換算調整勘定   

当期首残高 △142,593 △172,438

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,845 80,861

当期変動額合計 △29,845 80,861

当期末残高 △172,438 △91,577

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △140,160 △167,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,886 95,322

当期変動額合計 △26,886 95,322

当期末残高 △167,047 △71,724

純資産合計   

当期首残高 3,773,938 4,007,222

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 415,438 469,997

自己株式の取得 △124,288 △815

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,886 95,322

当期変動額合計 233,283 515,614

当期末残高 4,007,222 4,522,836



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 494,603 562,102

減価償却費 137,890 155,114

固定資産撤去費用繰入額 － 12,358

減損損失 5,789 31,166

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,559 △407

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 36,711 5,958

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,009 8,405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,375 10,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,388 △10,218

受取利息及び受取配当金 △8,040 △6,419

受取保険金 － △12,202

支払利息 36,045 32,649

為替差損益（△は益） 43 －

固定資産除売却損益（△は益） △24,717 △11,498

売上債権の増減額（△は増加） △1,349,908 813,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,837 △761,822

仕入債務の増減額（△は減少） 766,302 253,590

その他の資産の増減額（△は増加） △179,540 98,388

その他の負債の増減額（△は減少） 209,294 △46,316

小計 △68,778 1,134,736

利息及び配当金の受取額 8,121 6,423

利息の支払額 △34,362 △28,877

法人税等の支払額 △13,543 △132,842

保険金の受取額 － 12,202

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,563 991,642

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △48,820 △86,457

有形固定資産の売却による収入 79,384 39,504

無形固定資産の取得による支出 △833 △380

投資有価証券の取得による支出 － △49,693

投資有価証券の売却による収入 50,145 －

貸付金の回収による収入 1,090 714

貸付けによる支出 － △1,500

敷金及び保証金の差入による支出 △3,638 △4,926

敷金及び保証金の回収による収入 5,327 3,428

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,654 △99,308



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 △438,000

長期借入れによる収入 200,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △322,583 △413,388

配当金の支払額 △30,968 △48,890

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,629 △12,488

自己株式の取得による支出 △124,288 △815

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,470 △413,582

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,261 11,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △521,640 490,653

現金及び現金同等物の期首残高 2,135,164 1,613,524

現金及び現金同等物の期末残高 1,613,524 2,104,178



 該当事項はありません。 

  

（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、当連結会計年度より、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。 

  この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 千

円は、「為替差益」 千円、「その他」 千円として組み替えております。 

  

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）

11,079

4,758 6,321



１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社の取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは、主に建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関連機器の製造及び販売

を行っており、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されております。これらのセグ

メントを製品の内容、製造過程、ターゲットとなる市場及び販売方法などが類似するセグメントに集約

し、「国内」、「海外」の２つを報告セグメントとしております。  

 「国内」は主に国内向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の製造と販売を行っており

ます。 

 「海外」は主に海外向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の仕入と販売を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

(注)１ 調整額は以下のとおりであります。  

 （1） セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円が含まれておりま

す。 

 （2） セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

全社資産は主に提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、受取手形及び管理部門に係る資産等であり

ます。     

２ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（セグメント情報等）

１ セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸表
計上額 
(注)２ 国内  海外  計  

売上高           

外部顧客への売上高  7,249,672  1,016,375  8,266,048  －  8,266,048

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 118,252  56,574  174,826 ( )174,826  －

計  7,367,925  1,072,950  8,440,875 ( )174,826  8,266,048

セグメント利益又は損失（△）  577,621  △78,579  499,042  2,286  501,328

セグメント資産  5,381,949  776,014  6,157,964  3,517,811  9,675,775

その他の項目           

  減価償却費   131,426  2,949  134,376  3,514  137,890

  
有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 197,369  334  197,703  －  197,703

2,286 2,286

3,517,811



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

(注)１ 調整額は以下のとおりであります。  

 （1） セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円が含まれております。 

 （2） セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

全社資産は主に提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、受取手形及び管理部門に係る資産等であり

ます。     

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸表
計上額 
(注)２ 国内  海外  計  

売上高           

外部顧客への売上高  7,297,837  1,177,952  8,475,789  －  8,475,789

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 116,671  20,277  136,949 ( )136,949  －

計  7,414,508  1,198,230  8,612,739 ( )136,949  8,475,789

セグメント利益  559,466  32,818  592,284  433  592,718

セグメント資産  5,674,649  786,047  6,460,697  3,778,294  10,238,991

その他の項目           

  減価償却費   149,185  3,095  152,281  2,833  155,114

  
有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 200,669  －  200,669  －  200,669

433 433

3,778,294



前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。 

  

前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

  

２ 関連情報

（単位：千円）

  建設機械 環境機械 合計 

外部顧客への売上高  7,045,299  1,220,749  8,266,048

（単位：千円）

国内 北米 その他 合計 

 7,249,672  700,177  316,198  8,266,048

（単位：千円）

  建設機械 環境機械 合計 

外部顧客への売上高  7,413,587  1,062,202  8,475,789

（単位：千円）

国内 北米 その他 合計 

 7,297,837  887,062  290,890  8,475,789

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  （単位：千円） 

  
報告セグメント 

全社 合計 
国内  海外  計  

減損損失  30,821  －  30,821  345  31,166



 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（開示の省略）

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 696.68 円 786.60

１株当たり当期純利益金額 円 68.63 円 81.73

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  4,007,222  4,522,836

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,007,222  4,522,836

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（千株） 
 5,751  5,749

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益金額（千円）  415,438  469,997

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（千円）  415,438  469,997

期中平均株式数（千株）  6,053  5,750

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,603,123 2,069,799

受取手形 1,646,901 1,266,199

売掛金 1,697,783 1,223,711

商品及び製品 757,334 1,129,442

原材料及び貯蔵品 512,723 638,350

前渡金 81,881 92,154

前払費用 5,544 1,476

未収収益 64 60

未収入金 91,015 16,409

繰延税金資産 63,132 109,360

その他 42,739 4,813

貸倒引当金 △8,804 △6,631

流動資産合計 6,493,439 6,545,147

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,039,885 1,034,205

減価償却累計額 △553,835 △584,045

建物（純額） 486,050 450,160

構築物 56,196 56,006

減価償却累計額 △37,280 △40,583

構築物（純額） 18,916 15,422

機械及び装置（自用） 160,670 163,346

減価償却累計額 △136,909 △132,939

機械及び装置（自用）（純額） 23,761 30,407

機械及び装置（賃貸） 227,290 282,762

減価償却累計額 △61,511 △99,082

機械及び装置（賃貸）（純額） 165,778 183,679

車両運搬具 151,211 171,518

減価償却累計額 △135,849 △128,924

車両運搬具（純額） 15,361 42,594

工具、器具及び備品 83,251 78,465

減価償却累計額 △74,350 △71,633

工具、器具及び備品（純額） 8,901 6,831

土地 995,579 995,579

リース資産 8,563 9,100

減価償却累計額 △3,916 △3,844

リース資産（純額） 4,647 5,256

有形固定資産合計 1,718,997 1,729,932



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

無形固定資産   

特許権 291 －

借地権 112,812 112,812

ソフトウエア 4,755 3,258

電話加入権 6,037 6,037

リース資産 18,347 9,130

その他 1,074 973

無形固定資産合計 143,318 132,211

投資その他の資産   

投資有価証券 14,091 92,636

関係会社株式 632,070 632,070

従業員に対する長期貸付金 556 1,341

破産更生債権等 10,769 4,994

長期前払費用 200 63

敷金及び保証金 25,521 26,888

繰延税金資産 － 115,005

貸倒引当金 △10,801 △4,996

投資その他の資産合計 672,406 868,004

固定資産合計 2,534,722 2,730,147

資産合計 9,028,162 9,275,295



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,039,028 1,019,777

買掛金 439,730 529,411

短期借入金 2,350,000 1,912,000

1年内返済予定の長期借入金 252,648 291,574

未払金 272,058 319,948

未払法人税等 66,000 205,000

リース債務 10,984 8,936

前受金 98,164 81,814

預り金 157 94

賞与引当金 90,266 90,211

役員賞与引当金 36,711 42,670

固定資産撤去費用引当金 － 12,358

その他 40,389 17,184

流動負債合計 4,696,140 4,530,981

固定負債   

長期借入金 163,619 241,305

リース債務 13,159 6,169

繰延税金負債 11,913 －

退職給付引当金 261,962 270,368

役員退職慰労引当金 70,575 80,705

固定負債合計 521,230 598,548

負債合計 5,217,370 5,129,529



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

資本準備金 1,000,265 1,000,265

資本剰余金合計 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

利益準備金 99,020 99,020

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 29,284 27,515

別途積立金 1,332,000 1,332,000

繰越利益剰余金 420,526 743,623

利益剰余金合計 1,880,831 2,202,158

自己株式 △125,395 △126,211

株主資本合計 3,805,400 4,125,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,162 19,746

繰延ヘッジ損益 4,229 106

評価・換算差額等合計 5,391 19,853

純資産合計 3,810,791 4,145,765

負債純資産合計 9,028,162 9,275,295



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 2,047,818 2,815,112

商品売上高 3,980,944 3,077,596

原材料売上高 1,195,876 1,265,685

その他の売上高 715,708 849,165

売上高合計 7,940,347 8,007,559

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 85,076 119,106

当期製品製造原価 1,696,629 2,306,049

合計 1,781,706 2,425,155

製品他勘定振替高 7,882 23,505

製品期末たな卸高 119,106 300,997

製品売上原価 1,654,717 2,100,652

商品売上原価   

商品期首たな卸高 648,585 638,227

当期商品仕入高 4,125,938 3,639,627

合計 4,774,523 4,277,854

商品他勘定振替高 1,242,286 1,158,969

商品期末たな卸高 638,227 828,444

商品売上原価 2,894,009 2,290,440

原材料売上原価 821,326 826,803

その他の原価 565,871 675,442

売上原価合計 5,935,924 5,893,338

売上総利益 2,004,423 2,114,221



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,483 3,013

荷造運搬費 124,928 126,263

広告宣伝費 17,653 27,531

役員報酬 71,393 78,348

給料 494,376 479,287

賞与 67,153 75,331

役員退職慰労引当金繰入額 7,975 10,130

賞与引当金繰入額 101,890 107,044

役員賞与引当金繰入額 36,711 42,670

退職給付費用 36,735 36,548

法定福利費 101,199 101,980

交際費 9,504 8,135

旅費及び交通費 90,287 96,238

通信費 21,809 22,992

光熱費 10,561 11,895

消耗品費 35,063 43,220

租税公課 30,515 31,227

減価償却費 43,400 45,928

修繕費 14,289 16,956

保険料 17,264 19,210

支払手数料 90,930 86,272

賃借料 72,285 77,534

教育研修費 1,112 1,442

研究開発費 37,349 64,755

製品保証費 47,387 58,052

貸倒引当金繰入額 9,709 －

その他 45,351 45,873

販売費及び一般管理費合計 1,639,323 1,717,883

営業利益 365,099 396,337



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,471 5,343

受取配当金 421 962

経営指導料 36,000 48,000

固定資産売却益 21,647 13,804

受取保険金 － 12,202

為替差益 5,875 12,491

その他 5,972 10,021

営業外収益合計 77,388 102,827

営業外費用   

支払利息 33,847 31,226

債権売却損 5,195 6,768

固定資産除売却損 3,102 1,683

その他 476 414

営業外費用合計 42,621 40,093

経常利益 399,865 459,071

特別損失   

固定資産除却損 7,034 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 12,358

減損損失 5,789 31,166

特別損失合計 12,824 43,525

税引前当期純利益 387,041 415,546

法人税、住民税及び事業税 59,629 226,221

法人税等調整額 1,303 △180,893

法人税等合計 60,933 45,327

当期純利益 326,108 370,218



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,049,700 1,049,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,049,700 1,049,700

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

資本剰余金合計   

当期首残高 1,000,265 1,000,265

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,265 1,000,265

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 99,020 99,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 99,020 99,020

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 28,796 29,284

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △1,789 △1,769

実効税率変更による圧縮記帳積立金
の増加

2,277 －

当期変動額合計 488 △1,769

当期末残高 29,284 27,515

別途積立金   

当期首残高 1,332,000 1,332,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,332,000 1,332,000



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 125,885 420,526

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 1,789 1,769

実効税率変更による圧縮記帳積立金
の増加

△2,277 －

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 326,108 370,218

当期変動額合計 294,640 323,097

当期末残高 420,526 743,623

利益剰余金合計   

当期首残高 1,585,701 1,880,831

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 326,108 370,218

当期変動額合計 295,129 321,327

当期末残高 1,880,831 2,202,158

自己株式   

当期首残高 △1,106 △125,395

当期変動額   

自己株式の取得 △124,288 △815

当期変動額合計 △124,288 △815

当期末残高 △125,395 △126,211

株主資本合計   

当期首残高 3,634,560 3,805,400

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 326,108 370,218

自己株式の取得 △124,288 △815

当期変動額合計 170,840 320,512

当期末残高 3,805,400 4,125,912



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,082 1,162

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79 18,583

当期変動額合計 79 18,583

当期末残高 1,162 19,746

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 1,350 4,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,879 △4,122

当期変動額合計 2,879 △4,122

当期末残高 4,229 106

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,432 5,391

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,958 14,461

当期変動額合計 2,958 14,461

当期末残高 5,391 19,853

純資産合計   

当期首残高 3,636,992 3,810,791

当期変動額   

剰余金の配当 △30,979 △48,890

当期純利益 326,108 370,218

自己株式の取得 △124,288 △815

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,958 14,461

当期変動額合計 173,799 334,974

当期末残高 3,810,791 4,145,765



(1）役員の異動 

① 取締役の異動 

・新任取締役候補 

取締役 岡田 祐司（現 マーケティング本部中部営業所所長） 

  

・退任予定取締役 

取締役相談役 岡田 勝彦（特別顧問就任予定） 

  

(2）設備投資 

当連結会計年度に確定した設備投資計画は、本社倉庫の建替え予定額（３億円）であります。  

６．その他
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