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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 97,720 0.1 1,751 7.6 1,697 11.9 693 1.6
24年3月期 97,598 4.0 1,628 9.1 1,516 11.9 683 △19.6

（注）包括利益 25年3月期 811百万円 （13.4％） 24年3月期 715百万円 （△28.6％）

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 26.43 ― 10.2 4.0 1.8
24年3月期 26.18 ― 11.1 3.7 1.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  20百万円 24年3月期  15百万円

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 41,616 7,398 17.2 271.94
24年3月期 42,429 6,704 15.3 247.27

（参考） 自己資本  25年3月期  7,154百万円 24年3月期  6,471百万円

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 1,958 △178 △1,967 5,724
24年3月期 2,216 △223 △1,083 5,910

2.  配当の状況 

 

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 ― 5.00 5.00 130 19.1 2.1
25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 131 18.9 1.9

26年3月期(予想) ― 0.00 ― 6.00 6.00 19.7

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) 45,000 △0.3 600 △19.5 550 △22.4 270 △32.0 10.29
通期 100,000 2.3 1,700 △2.9 1,600 △5.7 800 15.4 30.47



※  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 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７に該当するものであります。詳細は、添付資料16ページ「４.連結財務諸表（５）連
結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 26,628,000 株 24年3月期 26,628,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期 319,993 株 24年3月期 456,810 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 26,251,171 株 24年3月期 26,103,332 株

（参考）個別業績の概要 

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 79,336 0.6 1,271 12.7 1,287 14.4 589 2.5
24年3月期 78,882 4.2 1,128 29.0 1,126 36.7 574 2.0

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 22.45 ―

24年3月期 22.03 ―

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 30,915 5,503 17.8 209.19
24年3月期 31,548 4,937 15.6 188.65

（参考） 自己資本 25年3月期  5,503百万円 24年3月期  4,937百万円

※ 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事項は、当社が現時点で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
際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料２ページをご覧ください。 
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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、東日本大震災の復興需要による下支えはあるものの、世界経済の減速や

エコカー補助金効果の終息などにより、依然として予断を許さない状況が続きましたが、昨年12月の新政権発足以

来、経済・金融対策への期待感もあり、景気マインドや経済指標にも改善が見え始めました。 

このような状況の中、当社グループは積極的な営業活動を展開し、また、各種コストの削減に継続的に取り組み

収益体質の強化に努めてまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は977億20百万円（前年同期比0.1%増）、営業利益は17億51百万円（同

7.6%増）、経常利益は16億97百万円（同11.9%増）、当期純利益は固定資産の減損損失及び投資有価証券評価損を

計上したため、６億93百万円（同1.6%増）となりました。 

  

セグメント別の概要は、以下のとおりであります。 

  

（電機関連事業） 

電機関連事業では、年間を通してスマートフォンの需要拡大に伴う製造設備の受渡しが好調に推移し、これに加

え下期からは太陽光発電設備向けの電気機器の販売が伸長しました。また、電力問題の先行き不透明感から電源設

備工事の受注も順調で、収益に貢献しました。以上により、売上高は187億69百万円（前年同期比10.6％増）、セ

グメント利益は10億75百万円（同37.8％増）となりました。 

  

（機械関連事業） 

機械関連事業では、震災復旧関連事業として水産加工施設向け設備並びに予冷設備、選果選別ライン向け設備の

受渡し等があったものの、補助事業や民間投資の減少に伴い、大型物件の扱いが低調に推移したことから苦戦を強

いられました。以上により、売上高は70億63百万円（前年同期比22.9％減）、セグメント損失１億61百万円（前年

同期はセグメント利益１億48百万円）となりました。 

  

（資材・燃料関連事業） 

建材事業は、被災地域における復興需要による資材の販売増、北海道地区では農業関連施設向けの建設資材や融

雪剤の販売が順調に推移しました。燃料事業では灯油、軽油、Ａ重油の中間三品の販売数量が対前期比で増加した

ものの、厳しい価格競争により利益面では苦戦を強いられました。以上により、売上高は518億８百万円（前年同

期比1.6％増）、セグメント利益は４億98百万円（同20.0％増）となりました。 

  

（海運関連事業） 

連結子会社のナラサキスタックス株式会社では、公共・民間投資の低迷及び期中の円高の影響により、鋼材・木

材等の一般貨物の輸送量が低調に推移したものの、引き続き火力発電所等に対する石炭の取り扱いが増加し収益に

貢献しました。また、復興需要に伴う国内のセメント販売量増加により、セメント輸送の稼働率改善が見られまし

た。以上により、売上高は170億70百万円（前年同期比0.1%減）、セグメント利益は３億84百万円（同3.8%増）と

なりました。 

  

（次期の見通し） 

 日本経済におきましては、日銀による大胆な金融緩和策、円高の是正による輸出量の拡大、復興事業の本格化な

ど景気浮上に向けての明るい材料は見えてきたものの、実体経済への効果についてはまだ不透明感を残していま

す。また、その一方で円安による輸入資源や原料などの高騰による物価の上昇が懸念されています。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、既存事業(コアビジネス)の収益基盤の強化と更なる拡張、

震災被害の復旧・復興事業への貢献、将来の中核事業の育成に引き続き取り組んでまいります。 

 当社グループの次期の連結業績につきましては、売上高1,000億円、営業利益17億円、経常利益16億円、当期純

利益８億円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億12百万円減少し、416億16百万円となりま

した。主な要因は、商品及び製品の減少３億７百万円、土地の減少３億54百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて15億７百万円減少し、342億17百万円となりました。主な要因は、借入金の

減少17億３百万円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて６億94百万円増加し、73億98百万円となりました。主な要因は、当期純利

益の計上による利益剰余金の増加５億63百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.9ポイント増加し、17.2％となりました。  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は57億24百万円(前年同期は59億10百万円)となり、前連結会計

年度末に比べて１億86百万円減少しました。 

  

 各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億58百万円の収入(前年同期は22億16百万円の収入)となりました。

主な収入項目は、税金等調整前当期純利益14億６百万円、減価償却費４億57百万円、仕入債務の増加額２億42百万

円であり、主な支出項目は、売上債権の増加額30百万円、貸倒引当金の減少額57百万円であります。 

  

（投資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・フローは、１億78百万円の支出(前年同期は２億23百万円の支出)となりました。

主な要因は、有形固定資産の売却による収入１億18百万円及び有形固定資産の取得による支出２億50百万円であり

ます。 

  

（財務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・フローは、19億67百万円の支出(前年同期は10億83百万円の支出)となりました。

主な要因は、借入金の純減少額17億３百万円であります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

(注２)株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

(注３)営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

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、財務体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の充実を図りつつ、収益状況に応じて、安定的な配当

を行うことを基本としております。中長期的な視点に立ち、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入し、企業価

値の持続的な向上に努めてまいります。 

当期の配当金につきましては、１株当たり５円とさせていただきます。また、次期の配当金につきましては、１株

当たり６円の期末配当を予定しております。 

  

  平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

 自己資本比率（％） 12.5 11.8 15.0 15.3 17.2 

 時価ベースの自己資本比率 

（％） 
3.7 6.3 10.2 8.6 12.0 

 キャッシュ・フロー対有利子 

 負債比率（年） 
14.5 13.1 5.2 4.6 4.3 

 インタレスト・カバレッジ・ 

 レシオ（倍） 
3.2 3.4 8.7 10.5 10.9 
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最近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における「事業の系統図（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 

当社グループは、「誠意をもって顧客の信頼を得る仕事をする」を経営理念とし、各事業分野において蓄積された

専門知識と企画力を基に、お客様のニーズに合った付加価値の高い商品とサービスを提供することにより、お客様の

満足と信頼を通して豊かな社会づくりに貢献することを基本方針としております。 

  

（2）目標とする経営指標 

 中期経営計画 ”Change for the Growth , Narasaki ”－成長への変革－(2012年４月～2015年３月)の最終年度に

おける損益及び経営指標目標は、次のとおりであります。 

  

（単位：百万円） 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは中期経営計画 の２年目を迎え、計画目標を達成するための重要な年度と位置付け、グループ総合

営業力を強化し一丸となって収益拡大と財務基盤強化に取り組んでまいります。 

  

今後は以下のとおり取り組んでまいります。 

① グループ総合営業力を強化し、顧客満足度を向上させてまいります。 

② 既存事業(コアビジネス)の収益基盤を強化し拡張してまいります。 

③ 海外のビジネスモデルの構築と体制の整備を図ります。 

④ 東日本大震災の復興事業に貢献します。 

⑤ 新エネルギー、再生可能エネルギーへの取り組みを強化します。 

⑥ 財務体質の改善とともにコーポレートガバナンス体制を一段と充実させてまいります。 

  

当社グループはＣＳＲがますます強く求められていることを十分認識し、企業価値の向上を目指してまいります。

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

  連  結 単  体 

売   上   高  １１０，０００  ９０，０００ 

経  常  利  益  １，６００  １，２００ 

当  期  純  利  益  ８００  ６５０ 

自 己 資 本 比 率  ２０．０％  ２０．０％ 

Ｒ О Ｅ  １１．０％  １１．０％ 
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４．連結財務諸表 
（１）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 5,932 5,747

受取手形及び売掛金 21,400 21,430

商品及び製品 760 452

原材料及び貯蔵品 34 31

繰延税金資産 196 174

その他 1,231 1,190

貸倒引当金 △24 △27

流動資産合計 29,530 28,999

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,105 4,201

減価償却累計額 △2,736 △2,823

建物及び構築物（純額） 1,368 1,377

機械装置及び運搬具 5,638 5,601

減価償却累計額 △4,626 △4,716

機械装置及び運搬具（純額） 1,012 885

土地 6,143 5,789

リース資産 794 991

減価償却累計額 △206 △347

リース資産（純額） 588 643

その他 407 400

減価償却累計額 △366 △366

その他（純額） 40 34

有形固定資産合計 9,153 8,729

無形固定資産   

その他 82 75

無形固定資産合計 82 75

投資その他の資産   

投資有価証券 1,571 1,704

繰延税金資産 488 454

その他 1,734 1,722

貸倒引当金 △132 △71

投資その他の資産合計 3,662 3,810

固定資産合計 12,898 12,616

資産合計 42,429 41,616
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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 21,304 21,546

短期借入金 3,325 2,500

1年内返済予定の長期借入金 2,546 2,285

1年内償還予定の社債 200 －

リース債務 125 162

未払法人税等 441 424

賞与引当金 291 307

その他 899 779

流動負債合計 29,133 28,004

固定負債   

社債 － 200

長期借入金 4,047 3,430

長期未払金 553 462

リース債務 491 509

退職給付引当金 812 979

役員退職慰労引当金 245 222

特別修繕引当金 65 33

その他 375 374

固定負債合計 6,590 6,212

負債合計 35,724 34,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,293 1,298

利益剰余金 2,816 3,379

自己株式 △49 △35

株主資本合計 6,415 6,997

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54 155

繰延ヘッジ損益 1 0

その他の包括利益累計額合計 55 156

少数株主持分 233 244

純資産合計 6,704 7,398

負債純資産合計 42,429 41,616
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（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：百万円）

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 97,598 97,720

売上原価 89,233 89,146

売上総利益 8,364 8,573

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 356 376

貸倒引当金繰入額 △6 17

従業員給料及び手当 2,632 2,619

従業員賞与 563 586

賞与引当金繰入額 268 282

退職給付費用 292 288

役員退職慰労引当金繰入額 52 59

福利厚生費 696 706

賃借料 481 474

減価償却費 83 106

その他 1,317 1,305

販売費及び一般管理費合計 6,736 6,821

営業利益 1,628 1,751

営業外収益   

受取利息 23 19

受取配当金 21 21

持分法による投資利益 15 20

受取賃貸料 77 69

その他 35 40

営業外収益合計 173 171

営業外費用   

支払利息 209 173

手形売却損 10 4

その他 65 47

営業外費用合計 285 225

経常利益 1,516 1,697

特別利益   

固定資産売却益 5 18

災害損失引当金戻入額 30 －

特別利益合計 35 18
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（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産処分損 16 3

減損損失 67 257

投資有価証券評価損 6 45

年金資産消失損 62 －

その他 9 2

特別損失合計 162 308

税金等調整前当期純利益 1,389 1,406

法人税、住民税及び事業税 568 690

法人税等調整額 122 6

法人税等合計 690 697

少数株主損益調整前当期純利益 699 709

少数株主利益 15 15

当期純利益 683 693
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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 699 709

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 102

繰延ヘッジ損益 1 △0

その他の包括利益合計 16 101

包括利益 715 811

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 700 794

少数株主に係る包括利益 15 16
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 2,354 2,354

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,354 2,354

資本剰余金   

当期首残高 1,289 1,293

当期変動額   

自己株式の処分 4 5

当期変動額合計 4 5

当期末残高 1,293 1,298

利益剰余金   

当期首残高 2,211 2,816

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 683 693

当期変動額合計 605 563

当期末残高 2,816 3,379

自己株式   

当期首残高 △63 △49

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 14 13

当期変動額合計 14 13

当期末残高 △49 △35

株主資本合計   

当期首残高 5,791 6,415

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 683 693

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 18 19

当期変動額合計 623 581

当期末残高 6,415 6,997
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（単位：百万円）

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 38 54

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 101

当期変動額合計 16 101

当期末残高 54 155

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 0 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 1 0

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 38 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 100

当期変動額合計 17 100

当期末残高 55 156

少数株主持分   

当期首残高 224 233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 11

当期変動額合計 8 11

当期末残高 233 244

純資産合計   

当期首残高 6,054 6,704

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 683 693

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 18 19

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 112

当期変動額合計 649 694

当期末残高 6,704 7,398
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,389 1,406

減価償却費 448 457

減損損失 67 257

長期前払費用償却額 12 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △350 △57

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 197 166

その他の引当金の増減額（△は減少） 36 △54

受取利息及び受取配当金 △45 △40

支払利息 209 173

持分法による投資損益（△は益） △15 △20

投資有価証券評価損益（△は益） 6 45

固定資産処分損益（△は益） 10 △14

売上債権の増減額（△は増加） △2,770 △30

たな卸資産の増減額（△は増加） △265 310

仕入債務の増減額（△は減少） 3,279 242

前払年金費用の増減額（△は増加） △40 △59

その他 546 △3

小計 2,704 2,802

利息及び配当金の受取額 47 43

利息の支払額 △211 △179

法人税等の支払額 △323 △707

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,216 1,958

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 △287 △250

有形固定資産の売却による収入 53 118

投資有価証券の取得による支出 △99 △5

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △14 △7

貸付金の回収による収入 20 10

その他 98 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △223 △178
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（単位：百万円）

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） △300 △825

長期借入れによる収入 2,130 1,850

長期借入金の返済による支出 △2,743 △2,728

社債の発行による収入 － 200

社債の償還による支出 － △200

自己株式の売却による収入 18 19

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △78 △129

少数株主への配当金の支払額 △6 △4

その他 △103 △148

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,083 △1,967

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 910 △186

現金及び現金同等物の期首残高 5,000 5,910

現金及び現金同等物の期末残高 5,910 5,724
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  該当事項はありません。  

  

１．連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の状況 

・連結子会社の数           ３社 

・連結子会社の名称 

ナラサキスタックス株式会社 

ナラサキ石油株式会社 

九州マリン株式会社 

② 非連結子会社の状況 

・主要な非連結子会社の名称 

悠禧貿易（上海）有限公司 

・連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲か

ら除外しております。 

  

    ２．持分法の適用に関する事項 

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況 

・持分法適用の関連会社の数    ３社 

・主要な会社等の名称 

東日本タグボート株式会社 

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況 

・主要な会社等の名称 

悠禧貿易（上海）有限公司 

・持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

  

    ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。  

  

    ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② デリバティブ取引 

 時価法 

③ たな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

 主として建設機械及び産業機械については個別法、標準電機品については移動平均法、その他のたな卸

資産については最終仕入原価法によっております。 

  

（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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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     (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

・機械装置及び運搬具 

船舶……………………………定額法 

その他…………………………定率法 

・その他の有形固定資産………主として定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

      ② 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法 

 ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

      ③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零（リース契約上に残価保証の取決めがある場合は、当該残価保証額）とする定額法を採用して

おります。   

  

     (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しており

ます。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（3年）による按分

額を損益処理することとしております。  

 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による按分額を翌連結会計年度より費用処理することとしております。 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の連結子会社の役員及び執行役員について、役員退職慰労金に関する内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上しております。 

   

     (4）重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法) 

② その他の工事 

 工事完成基準  

   

     (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たす場合は特例処

理、為替リスクヘッジについて振当処理の要件を満たす場合は振当処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…デリバティブ取引（金利スワップ取引及び為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプシ

ョン取引） 

・ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債権債務等 

建物 ５年～65年 

構築物 ２年～50年 
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③ ヘッジ方針 

 相場変動に晒されている資産、負債等に係るリスクを回避する目的のみにデリバティブ取引を利用する

方針をとっております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から、有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しており、為替リスクヘ

ッジ取引締結時に、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約等を割り当てた場合は、その後の為替変

動による相関関係は完全に確保されるため、有効性評価を省略しております。 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

 取締役会で定められた社内規程に従い、各社の経理部門にて実施しております。 

   

     (6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払い預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。   

  

     (7）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連

結会計年度の費用として処理しております。  

  

（減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、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。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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、最高経営意

思決定機関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。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについ

て包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「電機関連事業」、「機械関連事業」、「資材・燃料関連事業」及び「海運関連事業」の４つを報告セ

グメントとしております。 

「電機関連事業」は、モーター、制御機器、重電機器、冷熱設備、精密加工設備、昇降機等を販売し

ております。「機械関連事業」は、食品製造設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備等を

販売しております。「資材・燃料関連事業」は、セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC

板、石油類、プロパンガス、アスファルト等を販売しております。「海運関連事業」は、海運業、通関

業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業を行っております。 

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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載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、セグメント間の内部売上高及び振替高は、市

場実勢価格に基づいております。 

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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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） 

 （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、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用 百万円、セグメント間

取引消去額 百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

４ 資産については経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記

載しておりませんが、関連費用については合理的な基準に基づき各セグメントに配分しております。

  

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） 

（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、建設機械関連事業などを含

んでおります。 

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用 百万円、セグメント間

取引消去額 百万円が含まれております。 

３ セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

４ 資産については経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記

載しておりませんが、関連費用については合理的な基準に基づき各セグメントに配分しております。

  

 報告セグメント 

その他

(注)１ 
合計 

調整額

(注)２ 

連結財務 

諸表 

計上額 

(注)３ 

電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

売上高                 

外部顧客への売上高  16,972  9,163  50,994  17,092  3,374  97,598  －  97,598

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  0  627  7  －  635  △ 635  －

計  16,972  9,163  51,621  17,100  3,374  98,233  △ 635  97,598

セグメント利益  780  148  415  370  36  1,751  △ 123  1,628

その他の項目                 

減価償却費  0  0  58  343  0  403  45  448

減損損失     －  －  64  －  －  64  3  67

△134

11

  

 報告セグメント 

その他

(注)１ 
合計 

調整額

(注)２ 

連結財務 

諸表 

計上額 

(注)３ 

電機 

関連事業 

機械 

関連事業

資材・燃料

関連事業 

海運 

関連事業

売上高                 

外部顧客への売上高  18,769  7,063  51,808  17,070  3,009  97,720  －  97,720

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4  742  6  109  862  △ 862  －

計  18,769  7,067  52,551  17,076  3,118  98,583  △ 862  97,720

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 1,075  △ 161  498  384  102  1,900  △ 148  1,751

その他の項目                 

減価償却費  0  0  51  340  0  393  64  457

減損損失     －  －  116  －  －  116  141  257

△150

1
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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 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

   

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

   

(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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

   

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

   

(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、記載はあ

りません。 

  

  

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） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、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） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

ｂ．関連情報

ｃ．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
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

    

   ２. 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。 

    当社では、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を連結貸借対照表において自己株式として表示して

いることから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数については、従業員持株ＥＳＯＰ信託口

が所有する当該株式の数が控除されております。 

  

３．１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。 

    当社では、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を連結貸借対照表において自己株式として表示して

いることから１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、従業員持株

ＥＳＯＰ信託口が所有する当該株式の数が控除されております。 

  

該当事項はありません。  

  

税効果会計、有価証券、退職給付等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ております。 

（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 247.27 円 271.94

１株当たり当期純利益金額 円 26.18 円 26.43

  
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（百万円）  6,704  7,398

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  233  244

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  6,471  7,154

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（株） 
 26,171,190  26,308,007

  
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） 

連結損益計算書上の当期純利益金額（百万円）  683  693

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（百万円）  683  693

普通株式の期中平均株式数（株）  26,103,332  26,251,171

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,873 3,703

受取手形 5,885 6,619

売掛金 13,999 13,348

商品及び製品 602 332

前渡金 922 857

前払費用 78 80

繰延税金資産 141 118

未収入金 5 1

その他 15 10

貸倒引当金 △15 △12

流動資産合計 25,509 25,058

固定資産   

有形固定資産   

建物 742 730

減価償却累計額 △403 △409

建物（純額） 339 321

構築物 432 429

減価償却累計額 △378 △382

構築物（純額） 53 47

機械及び装置 124 120

減価償却累計額 △115 △113

機械及び装置（純額） 9 6

車両運搬具 21 6

減価償却累計額 △20 △6

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 61 62

減価償却累計額 △47 △51

工具、器具及び備品（純額） 14 10

土地 2,250 2,012

リース資産 183 186

減価償却累計額 △24 △63

リース資産（純額） 158 123

有形固定資産合計 2,826 2,521

無形固定資産   

電話加入権 16 16

ソフトウエア 18 14

リース資産 4 2

無形固定資産合計 39 33
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（単位：百万円）

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 775 864

関係会社株式 733 733

出資金 1 1

従業員に対する長期貸付金 0 0

破産更生債権等 103 65

長期前払費用 1 3

差入保証金 559 566

繰延税金資産 235 195

前払年金費用 724 784

その他 122 137

貸倒引当金 △86 △50

投資その他の資産合計 3,173 3,302

固定資産合計 6,039 5,857

資産合計 31,548 30,915

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,955 6,117

買掛金 12,772 13,002

短期借入金 1,025 300

1年内返済予定の長期借入金 1,896 1,675

リース債務 41 41

未払金 10 6

未払費用 124 123

未払法人税等 354 314

未払消費税等 82 35

前受金 325 269

預り金 52 32

前受収益 2 2

賞与引当金 184 199

その他 1 2

流動負債合計 22,830 22,122

固定負債   

長期借入金 2,807 2,260

リース債務 129 90

退職給付引当金 328 454

役員退職慰労引当金 149 115

その他 366 368

固定負債合計 3,781 3,290

負債合計 26,611 25,412
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（単位：百万円）

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 2,354 2,354

資本剰余金   

資本準備金 619 619

その他資本剰余金 673 678

資本剰余金合計 1,293 1,298

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,275 1,734

利益剰余金合計 1,275 1,734

自己株式 △49 △35

株主資本合計 4,874 5,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 150

評価・換算差額等合計 62 150

純資産合計 4,937 5,503

負債純資産合計 31,548 30,915
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 78,882 79,336

売上原価   

商品期首たな卸高 358 602

当期商品仕入高 73,694 73,386

合計 74,052 73,988

商品期末たな卸高 602 332

売上原価合計 73,450 73,656

売上総利益 5,431 5,679

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 305 321

通信費 54 56

広告宣伝費 25 31

交際費 48 53

貸倒引当金繰入額 △47 0

役員報酬 184 189

従業員給料及び手当 1,695 1,710

従業員賞与 329 362

賞与引当金繰入額 184 199

退職金 6 2

退職給付費用 251 235

役員退職慰労引当金繰入額 33 34

福利厚生費 445 450

賃借料 257 244

事務用消耗品費 70 48

水道光熱費 88 90

租税公課 55 65

減価償却費 45 64

その他 267 246

販売費及び一般管理費合計 4,303 4,408

営業利益 1,128 1,271

営業外収益   

受取利息 23 19

受取配当金 80 62

受取賃貸料 60 55

為替差益 － 16

その他 21 11

営業外収益合計 185 165
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（単位：百万円）

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) 

営業外費用   

支払利息 125 101

手形売却損 10 4

売上割引 19 20

その他 32 23

営業外費用合計 187 149

経常利益 1,126 1,287

特別利益   

土地売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産処分損 14 3

減損損失 75 141

投資有価証券評価損 － 45

その他 9 －

特別損失合計 100 190

税引前当期純利益 1,031 1,097

法人税、住民税及び事業税 364 485

法人税等調整額 92 22

法人税等合計 456 508

当期純利益 574 589
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 2,354 2,354

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,354 2,354

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 619 619

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 619 619

その他資本剰余金   

当期首残高 669 673

当期変動額   

自己株式の処分 4 5

当期変動額合計 4 5

当期末残高 673 678

資本剰余金合計   

当期首残高 1,289 1,293

当期変動額   

自己株式の処分 4 5

当期変動額合計 4 5

当期末残高 1,293 1,298

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 779 1,275

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 574 589

当期変動額合計 496 458

当期末残高 1,275 1,734

利益剰余金合計   

当期首残高 779 1,275

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 574 589

当期変動額合計 496 458

当期末残高 1,275 1,734

自己株式   

当期首残高 △63 △49

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 14 13

当期変動額合計 14 13

当期末残高 △49 △35
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（単位：百万円）

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) 

株主資本合計   

当期首残高 4,359 4,874

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 574 589

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 18 19

当期変動額合計 515 477

当期末残高 4,874 5,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 36 62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 88

当期変動額合計 25 88

当期末残高 62 150

評価・換算差額等合計   

当期首残高 36 62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 88

当期変動額合計 25 88

当期末残高 62 150

純資産合計   

当期首残高 4,396 4,937

当期変動額   

剰余金の配当 △78 △130

当期純利益 574 589

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 18 19

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 88

当期変動額合計 541 566

当期末残高 4,937 5,503
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  該当事項はありません。   

   

役員の異動 

(1)代表者の異動 

  

 該当事項はありません。 

  

(2)その他役員の異動(平成25年６月27日付） 

  

 ①新任取締役候補 

                  いけがみ  けんじ  

  取締役兼常務執行役員    池上  健治   （現 常務執行役員 電機本部副本部長） 

  電機本部長 

  

 ②退任予定取締役 

                 いざわ    しげみ 

  取締役兼常務執行役員    井澤  龍    （監査役就任予定） 

  

 ③新任監査役候補 

                                                 いざわ    しげみ 

  監査役           井澤  龍    （現 取締役兼常務執行役員） 

  

 ④退任予定監査役 

                                  いのうえ ひとし 

  監査役           井上  仁    （顧問就任予定） 

  

(4）個別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）

６．その他
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