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  （百万円未満切捨て）

（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11月期第３四半期  34,518  11.9  1,635  △4.5  1,931  5.3  1,075  13.6

24年11月期第３四半期  30,843  30.4  1,712  162.3  1,833  142.6  946  123.2

（注）包括利益 25年11月期第３四半期 1,945百万円（ ％） 95.7   24年11月期第３四半期 994百万円 （ ％） 168.2

  
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11月期第３四半期  118.63  －

24年11月期第３四半期  104.44  －

  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11月期第３四半期  29,379  15,621  51.3  1,662.27

24年11月期  28,174  13,866  47.8  1,486.38

（参考）自己資本 25年11月期第３四半期 15,069百万円   24年11月期 13,474百万円 

  
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11月期  － 9.00 － 11.00  20.00

25年11月期  － 10.00 －    

25年11月期（予想）      11.00  21.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月１日～平成25年11月30日）

  （％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 
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  44,500  6.0  2,400  3.8  2,550  2.2  1,400  2.5  154.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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Ｐ．３「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。

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                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

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11月期３Ｑ 9,327,700株 24年11月期 9,327,700株

②  期末自己株式数 25年11月期３Ｑ 262,359株 24年11月期 262,359株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期３Ｑ 9,065,341株 24年11月期３Ｑ 9,065,371株

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

 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。業績予想の前

提となる仮定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Ｐ．２「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。
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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、政府による金融・経済対策を背景に、円高是正・株価回復

など、緩やかな景気回復の兆しがみられました。アメリカ経済は、雇用や住宅問題の改善など、回復基調であり

ました。アジア経済は底堅く推移し、中国経済も生産が回復し、消費の伸びも持ち直してきました。 

このような状況の中で、当社グループは、日米中亜の４極体制の力を結集し、真のグローバル企業を目指すべ

く、各国間取引の拡大、海外商品の発掘、海外サービスの充実を推し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 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万

円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）となりま

した。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（産業機械）  

産業機械部門では、地域別に見ますと、タイは前期における洪水復興特需の反動もあり減少しましたが、アメ

リカは円安メリットの享受で増加し、昨年新設したメキシコも好調に推移した結果、売上高は増加しました。業

界別では、自動車業界向けが好調でありました。営業利益におきましては、営業部門の増員等で人件費が増加い

たしました。  

この結果、当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％減）と

なりました。 

   

（建設機械）  

建設機械部門では、基礎業界・レンタル業界向けにクレーン・基礎機械の販売が堅調でありました。  

この結果、当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）営業利益は 百万円（同 ％増）となり

ました。 

  

（その他） 

当セグメントは、保険部門の業績を示しております。 

当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

  

（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 

（総資産）  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少（前期末比 百万円減）、受取手形及び売掛金の増加

（同 百万円増）、有価証券の増加（同 百万円増）、商品及び製品の増加（同 百万円増）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における負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（前期末比 百万円減）、電子記録債務の増加（同

百万円増）、未払法人税等の減少（同 百万円減）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における純資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円

増加いたしました。これは主に、当第３四半期純利益の計上（ 百万円）、剰余金の配当（ 百万円）、そ

の他有価証券評価差額金の増加（前期末比 百万円増）、為替換算調整勘定の増加（同 百万円増）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11月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年１月15日の「平成24年11月期決算短信」におい

て公表いたしました業績予想から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

34,518 11.9 1,635

4.5 1,931 5.3 1,075 13.6

29,440 10.9 1,967 5.8

5,044 18.1 243 46.6

33 22.1 15 111.3

29,379 1,205

2,067

391 2,199 540

13,758 549

784 755

462

15,621 1,754

1,075 190

148 560
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（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。  

  

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,544,756 5,477,108

受取手形及び売掛金 10,227,946 10,619,910

電子記録債権 94,488 98,107

有価証券 300,000 2,499,773

商品及び製品 1,567,932 2,108,854

仕掛品 8,234 25,720

原材料及び貯蔵品 5,645 5,370

繰延税金資産 170,366 265,175

その他 1,687,990 1,352,478

貸倒引当金 △42,092 △38,444

流動資産合計 21,565,267 22,414,057

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,121,403 1,409,822

減価償却累計額 △498,001 △500,240

建物及び構築物（純額） 623,401 909,582

機械装置及び運搬具 282,857 334,576

減価償却累計額 △262,462 △313,285

機械装置及び運搬具（純額） 20,395 21,290

工具、器具及び備品 263,178 321,336

減価償却累計額 △213,725 △250,584

工具、器具及び備品（純額） 49,452 70,751

貸与資産 2,102,936 2,084,636

減価償却累計額 △1,673,273 △1,710,987

貸与資産（純額） 429,663 373,649

土地 2,908,961 2,932,971

建設仮勘定 150,733 －

有形固定資産合計 4,182,607 4,308,244

無形固定資産   

のれん 338,380 344,378

その他 92,347 121,496

無形固定資産合計 430,728 465,874

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243,474 1,497,122

長期預金 500,000 500,000

繰延税金資産 76,946 9,054

その他 309,118 320,068

貸倒引当金 △133,486 △134,582

投資その他の資産合計 1,996,053 2,191,662

固定資産合計 6,609,388 6,965,781

資産合計 28,174,656 29,379,838
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,725,051 8,940,802

電子記録債務 790,745 1,546,705

短期借入金 78,600 －

1年内返済予定の長期借入金 44,016 56,655

未払法人税等 673,752 210,773

その他 2,387,344 2,282,664

流動負債合計 13,699,510 13,037,601

固定負債   

長期借入金 176,064 198,293

繰延税金負債 386 94,792

退職給付引当金 41,011 40,843

役員退職慰労引当金 169,859 167,742

再評価に係る繰延税金負債 184,661 184,661

その他 36,759 34,689

固定負債合計 608,742 721,023

負債合計 14,308,252 13,758,624

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,415 1,414,415

資本剰余金 1,300,391 1,300,391

利益剰余金 11,204,059 12,089,100

自己株式 △211,828 △211,828

株主資本合計 13,707,038 14,592,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 79,068 227,973

土地再評価差額金 299,043 299,043

為替換算調整勘定 △610,597 △50,066

その他の包括利益累計額合計 △232,484 476,951

少数株主持分 391,850 552,184

純資産合計 13,866,403 15,621,214

負債純資産合計 28,174,656 29,379,838
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 

 至 平成25年８月31日) 

売上高 30,843,764 34,518,330

売上原価 26,387,361 29,485,205

売上総利益 4,456,403 5,033,125

割賦販売未実現利益戻入額 21,249 20,986

割賦販売未実現利益繰入額 13,912 24,495

差引売上総利益 4,463,740 5,029,615

販売費及び一般管理費 2,750,874 3,394,429

営業利益 1,712,865 1,635,186

営業外収益   

受取利息 44,472 39,700

受取配当金 15,434 10,647

固定資産売却益 19,295 7,791

為替差益 10,563 192,641

不動産賃貸料 46,511 61,088

雑収入 30,368 38,366

営業外収益合計 166,644 350,236

営業外費用   

支払利息 1,060 6,370

不動産賃貸費用 42,234 42,592

雑損失 2,595 5,028

営業外費用合計 45,891 53,991

経常利益 1,833,618 1,931,432

特別利益   

固定資産売却益 － 368

投資有価証券売却益 75 3,303

退職給付制度改定益 15,729 －

特別利益合計 15,805 3,671

特別損失   

固定資産売却損 666 －

固定資産除却損 47,365 3,557

投資有価証券売却損 － 29

特別損失合計 48,031 3,586

税金等調整前四半期純利益 1,801,392 1,931,516

法人税、住民税及び事業税 815,883 805,934

法人税等合計 815,883 805,934

少数株主損益調整前四半期純利益 985,508 1,125,581

少数株主利益 38,695 50,168

四半期純利益 946,813 1,075,413
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 

 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 985,508 1,125,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,219 146,873

土地再評価差額金 22,590 －

為替換算調整勘定 9,542 673,375

その他の包括利益合計 8,913 820,248

四半期包括利益 994,422 1,945,830

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 963,837 1,784,848

少数株主に係る四半期包括利益 30,584 160,981

- 7 -

マルカキカイ㈱　（7594）　平成25年11月期　第3四半期決算短信



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。  

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年12月１日 至平成24年８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、保険の代理店業を行

っております。  

         ２．セグメント利益の調整額 千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係

る費用等であります。 

         ３．セグメント利益は、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。 

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年12月１日 至平成25年８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、保険の代理店業を行

っております。  

         ２．セグメント利益の調整額 千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係

る費用等であります。 

         ３．セグメント利益は、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。 

   

  

（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：千円）

  

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 

産業機械 建設機械 計 

売上高            

外部顧客への

売上高 
 26,544,840  4,271,200  30,816,040  27,723  30,843,764    －  30,843,764

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －     －      －     －      －

計  26,544,840  4,271,200  30,816,040  27,723  30,843,764    －  30,843,764

セグメント利益  2,088,862  166,164  2,255,027  7,524  2,262,552  △549,687  1,712,865

△549,687

  （単位：千円）

  

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 

産業機械 建設機械 計 

売上高            

外部顧客への

売上高 
 29,440,051  5,044,414  34,484,466  33,864  34,518,330    －  34,518,330

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －     －      －     －      －

計  29,440,051  5,044,414  34,484,466  33,864  34,518,330    －  34,518,330

セグメント利益  1,967,475  243,520  2,210,996  15,901  2,226,898  △591,711  1,635,186

△591,711
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