
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

(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 ％

26年3月期第2四半期 21,000 15.3 931 △5.8 1,133 11.5 646 24.2
25年3月期第2四半期 18,209 3.9 989 33.5 1,016 36.5 520 35.2

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 1,290百万円( 269.5％) 25年3月期第2四半期 349百万円( 20.5％)

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

26年3月期第2四半期 8.33 ―
25年3月期第2四半期 6.55 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 63,281 44,538 70.4
25年3月期 61,778 43,636 70.6

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 44,538百万円 25年3月期 43,636百万円

2. 配当の状況

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

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

26年3月期 ― 5.00

26年3月期(予想) ― 5.00 10.00

(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）

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 43,000 7.7 3,000 17.5 3,300 8.5 1,800 5.9 23.19

(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

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社(   ―      ) 、除外 ― 社(   ―      )

(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

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

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年3月期2Ｑ 79,453,250株 25年3月期 79,453,250株

② 期末自己株式数 26年3月期2Ｑ 1,823,646株 25年3月期 1,823,266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Ｑ 77,629,808株 25年3月期2Ｑ 79,430,201株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

本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を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済 
情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。

・業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待から円安・株高が進

み、企業収益にも改善が見られ、景気は緩やかに回復に向かっておりますが、一方、海外におきまし

ては、欧州での債務危機問題や中国をはじめとする新興国経済の減速など、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。 

このような環境の中で、当社グループの主な国内販売先につきましては、電力業界、通信業界では

計画通りで推移いたしました。一方、レンタル業界では社会インフラの維持管理に関連する設備投

資、また、鉄道業界では、工事作業の機械化需要の拡大により、前年同期に比べ特装車販売が増加い

たしました。海外につきましても、前年同期に比べ特装車販売は増加いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は前年同期を27億90百万円(15％)

上回る210億円となりました。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は前年同期を26億84百万円

(20％)上回る161億28百万円、中古車売上高は前年同期を39百万円(7％)下回る5億24百万円、部品・

修理売上高は前年同期を1億32百万円(3％)上回る41億96百万円、その他売上高は前年同期を12百万円

(9％)上回る1億50百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前年同期を57百万円(6％)

下回る9億31百万円、経常利益は前年同期を1億16百万円(12％)上回る11億33百万円となりました。ま

た、四半期純利益は前年同期を1億26百万円(24％)上回る6億46百万円となりました。 

  

①資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べて7億77百万円増加し、414億56百万円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金が11億35百万円減少したものの、預け金が14億55百万円、仕掛品が3億67百

万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7億25百万円増加し、218億25百万円となりました。これは

主に、投資その他の資産の繰延税金資産が2億59百万円減少したものの、投資有価証券が6億87百万

円、有形固定資産が1億70百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて15億3百万円増加し、632億81百万円となりました。

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6億21百万円増加し、137億41百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が4億18百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が6億61百万円、流動負債の

その他の未払金が2億27百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて20百万円減少し、50億1百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて6億円増加し、187億43百万円となりました。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9億2百万円増加し、445億38百万円となりました。これ

は主に、その他有価証券評価差額金が4億33百万円、利益剰余金が2億58百万円増加したことなどによ

ります。 

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報

 (1) 経営成績に関する説明

 (2) 財政状態に関する説明
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平成26年３月期通期の業績予想につきましては、平成25年４月25日に公表いたしました業績予想か

ら変更はありません。 

  

 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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2. 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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,180,176 1,151,009

預け金 20,880,500 22,335,805

受取手形及び売掛金 14,274,917 13,139,786

商品及び製品 773,650 837,568

仕掛品 1,237,544 1,604,602

原材料及び貯蔵品 1,279,863 1,351,475

繰延税金資産 673,298 583,272

その他 387,262 457,031

貸倒引当金 △8,257 △3,758

流動資産合計 40,678,956 41,456,793

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,103,491 4,141,173

機械装置及び運搬具（純額） 843,542 939,924

土地 8,752,187 8,752,187

その他（純額） 937,321 973,303

有形固定資産合計 14,636,543 14,806,588

無形固定資産 946,089 968,154

投資その他の資産

投資有価証券 3,644,761 4,332,599

繰延税金資産 739,523 479,694

その他 1,166,282 1,266,518

貸倒引当金 △33,493 △28,377

投資その他の資産合計 5,517,075 6,050,434

固定資産合計 21,099,707 21,825,177

資産合計 61,778,664 63,281,970
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,432,685 9,093,732

未払法人税等 943,156 525,030

役員賞与引当金 70,000 36,500

製品保証引当金 88,900 77,300

その他 3,585,492 4,009,278

流動負債合計 13,120,234 13,741,841

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 716,366 716,366

退職給付引当金 2,964,311 2,985,641

役員退職慰労引当金 192,100 190,120

その他 1,149,569 1,109,280

固定負債合計 5,022,347 5,001,408

負債合計 18,142,581 18,743,250

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,342 9,923,342

利益剰余金 25,522,852 25,781,108

自己株式 △914,193 △914,396

株主資本合計 44,957,326 45,215,379

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,174,847 1,607,899

土地再評価差額金 △2,439,114 △2,439,114

為替換算調整勘定 △56,975 154,556

その他の包括利益累計額合計 △1,321,242 △676,658

純資産合計 43,636,083 44,538,720

負債純資産合計 61,778,664 63,281,970
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 18,209,667 21,000,317

売上原価 14,632,985 17,371,226

売上総利益 3,576,682 3,629,091

販売費及び一般管理費 2,586,987 2,697,200

営業利益 989,694 931,891

営業外収益

受取利息 45,742 37,158

受取配当金 38,484 40,460

持分法による投資利益 11,301 －

為替差益 － 104,345

その他 26,679 49,622

営業外収益合計 122,208 231,586

営業外費用

支払利息 32 32

持分法による投資損失 － 26,622

為替差損 88,665 －

その他 6,667 3,308

営業外費用合計 95,365 29,963

経常利益 1,016,538 1,133,514

特別利益

固定資産売却益 1,805 22

投資有価証券売却益 － 1,896

特別利益合計 1,805 1,918

特別損失

固定資産売却損 － 335

固定資産除却損 9,048 313

投資有価証券評価損 9,642 800

保険解約損 1,361 －

転貸損失 38,500 －

特別損失合計 58,552 1,449

税金等調整前四半期純利益 959,791 1,133,983

法人税、住民税及び事業税 376,257 395,877

法人税等調整額 63,230 91,699

法人税等合計 439,488 487,577

少数株主損益調整前四半期純利益 520,303 646,405

四半期純利益 520,303 646,405
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   四半期連結包括利益計算書

    第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 520,303 646,405

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △201,024 433,052

為替換算調整勘定 53,492 75,852

持分法適用会社に対する持分相当額 △23,388 135,679

その他の包括利益合計 △170,921 644,584

四半期包括利益 349,381 1,290,989

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 349,381 1,290,989

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

 (3) 四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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