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 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、海外景気下振れリスクなどが懸念されるものの、株価

の回復や円安基調が定着しつつあることなどから、今後も回復基調が続くことが期待されます。一

方、世界経済においては、米国の量的金融緩和策縮小への動きや、欧州地域での財政不安定、中国や

他の新興国での先行きなど、不透明な要素があり、本格的な回復には今しばらく時間を要するものと

思われます。 

 このような状況の中、当社グループは、国内においては新機種の投入や顧客対応の充実を図り、販

売量の拡大に努めました。また、海外においては北米向けＯＥＭ商品に新機種を投入するなど拡販に

努めた結果、当社グループの連結経営成績は以下のとおりとなりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比86億5千9百万円増加し1,265億4千3百万円

(7.3％増加)となりました。国内売上高は、前年同期比56億1千3百万円増加し1,080億3千万円(5.5％

増加)となりました。海外売上高は、前年同期比30億4千5百万円増加し185億1千2百万円(19.7％増加)

となりました。営業利益は、開発費や設備費などの固定費の増加があったものの増収及び円高修正の

収益改善効果などにより、前年同期比4億1千万円増加し59億1千1百万円(7.5％増加)となりました。

経常利益は、為替差益の計上等により前年同期比15億8千4百万円増加し70億5千2百万円(29.0％増加)

となりました。四半期純利益は、前年同期比11億1千6百万円増加し50億円(28.7％増加)となりまし

た。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

①農業関連事業 

 国内においては、経営所得安定対策の定着等による農家所得の改善や、農業関連予算の増額に加

え、平成26年4月からの消費税率引き上げに備えた駆け込み需要等を背景とした旺盛な需要により、

農機製品、作業機の売上高が増加しております。海外においては、北米向けの新機種投入が寄与し、

売上高が増加しました。 

 商品別の売上状況につきましては、次のとおりであります。 

  
〔国内〕 

 整地用機械(トラクタ、耕うん機など)は255億8千5百万円(前年同期比10.5％増加)、栽培用機械(田

植機、野菜移植機)は90億2千4百万円(前年同期比3.0％減少)、収穫調製用機械(コンバインなど)は

196億4千9百万円(前年同期比3.4％増加)、作業機・補修用部品は273億2千4百万円(前年同期比11.3％

増加)、その他農業関連(施設工事など)は264億1千2百万円(前年同期比0.4％増加)となりました。 

〔海外〕 

 整地用機械(トラクタなど)は116億1千8百万円(前年同期比38.3％増加)、栽培用機械(田植機など)

は48億5千1百万円(前年同期比5.3％増加)、収穫調製用機械(コンバインなど)は8億2百万円(前年同期

比22.1％減少)、作業機・補修用部品は9億1千2百万円(前年同期比6.2％増加)、その他農業関連は3億

2千8百万円(前年同期比42.3％減少)となりました。 

  

この結果、セグメント売上高は1,265億9百万円(前年同期比7.4％増加)となりました。 

  

②その他事業 

 その他事業は、コンピュータソフトの開発・販売・運用をおこなっております。セグメント売上高

は3千4百万円(前年同期比66.9％減少)となりました。 

 なお、その他事業をおこなっていましたシステム機器株式会社(連結子会社)を平成25年9月26日付

で清算結了しております。 

  

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説明
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 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ180億2千5百万円増加し1,970億

5千3百万円となりました。主に、現金及び預金の増加36億6千2百万円、受取手形及び売掛金の増加77

億2千3百万円、たな卸資産の増加11億7千2百万円によるものであります。負債の部では、前連結会計

年度末に比べ124億2千8百万円増加し1,285億2千9百万円となりました。主に、支払手形及び買掛金の

増加18億9千5百万円、短期借入金及び長期借入金の増加112億4千万円によるものであります。純資産

の部では、前連結会計年度末に比べ55億9千6百万円増加し685億2千4百万円となりました。主に、四

半期純利益50億円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

 当第３四半期連結累計期間は、増収や円高修正の効果等による粗利益の増加が販管費の増加を上回

り、営業利益は前年同期に比べ増加となりました。また、円高修正による為替差益を計上し、経常利

益は大幅に増加しております。 

 今後について、国内においては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要を背景に、一層の拡販に取り

組んでまいります。海外においても、北米市場向け、欧州市場向け、中国市場向けに新商品を開発し

投入することによって、拡販に取り組んでまいります。 

 通期の連結業績予想については、国内の好調な販売を背景とした業績動向等をふまえ修正いたしま

した。詳細は、本日(平成26年2月7日)公表いたしました「平成26年3月期通期連結業績予想の修正お

よび配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。  

  

（２）連結財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,285 12,947

受取手形及び売掛金 30,455 38,179

有価証券 19 －

商品及び製品 37,242 37,955

仕掛品 3,344 4,194

原材料及び貯蔵品 2,090 1,700

その他 3,977 4,104

貸倒引当金 △51 △86

流動資産合計 86,365 98,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,991 15,545

土地 50,471 50,702

その他（純額） 16,381 19,128

有形固定資産合計 81,844 85,376

無形固定資産 965 951

投資その他の資産   

投資有価証券 6,539 7,784

その他 3,692 4,235

貸倒引当金 △380 △290

投資その他の資産合計 9,852 11,729

固定資産合計 92,662 98,057

資産合計 179,028 197,053
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,609 44,504

短期借入金 15,199 28,122

1年内償還予定の社債 100 －

1年内返済予定の長期借入金 5,984 6,371

未払法人税等 1,108 1,190

賞与引当金 303 1,160

その他 11,297 9,200

流動負債合計 76,602 90,550

固定負債   

長期借入金 20,382 18,313

再評価に係る繰延税金負債 6,644 6,644

退職給付引当金 5,453 5,244

役員退職慰労引当金 125 124

資産除去債務 262 256

その他 6,629 7,396

固定負債合計 39,498 37,979

負債合計 116,101 128,529

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,344 23,344

資本剰余金 13,454 13,454

利益剰余金 11,522 15,819

自己株式 △25 △29

株主資本合計 48,296 52,588

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 928 1,675

土地再評価差額金 11,816 11,831

為替換算調整勘定 288 800

その他の包括利益累計額合計 13,033 14,307

少数株主持分 1,598 1,628

純資産合計 62,927 68,524

負債純資産合計 179,028 197,053
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 117,884 126,543

売上原価 80,687 87,989

売上総利益 37,197 38,553

販売費及び一般管理費 31,695 32,641

営業利益 5,501 5,911

営業外収益   

受取利息 114 134

受取配当金 133 130

為替差益 151 1,061

その他 480 790

営業外収益合計 879 2,116

営業外費用   

支払利息 546 563

その他 365 411

営業外費用合計 911 975

経常利益 5,468 7,052

特別利益   

固定資産売却益 10 23

受取補償金 182 37

投資有価証券売却益 1 32

特別利益合計 194 92

特別損失   

固定資産除売却損 111 158

災害による損失 90 －

製品リコール対策費用 36 9

その他 1 1

特別損失合計 240 169

税金等調整前四半期純利益 5,421 6,976

法人税、住民税及び事業税 1,435 2,013

法人税等調整額 74 △60

法人税等合計 1,510 1,952

少数株主損益調整前四半期純利益 3,911 5,023

少数株主利益 27 23

四半期純利益 3,884 5,000

井関農機㈱（6310）平成26年3月期 第3四半期決算短信

－ 6 －



  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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,911 5,023

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △189 743

繰延ヘッジ損益 △3 －

為替換算調整勘定 4 498

持分法適用会社に対する持分相当額 0 23

その他の包括利益合計 △187 1,265

四半期包括利益 3,724 6,289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,697 6,260

少数株主に係る四半期包括利益 26 29
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日) 

   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 
(単位：百万円)

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の四半期純利益と調整をおこなっております。 

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) 

   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 
(単位：百万円)

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の四半期純利益と調整をおこなっております。 

３ その他事業のシステム機器株式会社は、平成25年9月26日付で清算結了しております。 

  

（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）

（セグメント情報）

  農業関連 その他 合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

売上高          

外部顧客への売上高 117,780 104 117,884 ― 117,884

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

0 100 100 △100 ―

計 117,780 204 117,984 △100 117,884

セグメント利益 3,882 1 3,884 ― 3,884
 

  農業関連 その他 合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

売上高  

外部顧客への売上高 126,509 34 126,543 ― 126,543

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 30 30 △30 ―

計 126,509 64 126,574 △30 126,543

セグメント利益又は損失(△) 5,066 △66 5,000 ― 5,000
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