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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

(2) 連結財政状態

(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3四半期 20,926 8.8 1,246 △11.0 1,422 △1.8 878 5.4
25年3月期第3四半期 19,231 △11.9 1,401 △20.7 1,448 △15.5 834 △10.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,455百万円 （56.9％） 25年3月期第3四半期 927百万円 （△7.3％）

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3四半期 61.08 ―
25年3月期第3四半期 57.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 25,913 16,841 61.1
25年3月期 24,116 15,449 60.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 15,826百万円 25年3月期 14,640百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
26年3月期 ― 3.75 ―
26年3月期（予想） 3.75 7.50

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 25,500 0.2 1,800 0.0 1,850 △10.5 1,050 △14.8 72.98



(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 ： 無

(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
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを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。

※ 注記事項

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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 14,400,000 株 25年3月期 14,400,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 11,858 株 25年3月期 11,858 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,388,142 株 25年3月期3Q 14,388,276 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政府による経済・

金融政策を背景に、企業収益や個人消費に改善がみられるなど、景気は回復基調にありますが、一方で、消費税率

の引き上げ決定による消費低迷の懸念等、先行き不透明な状況となりました。

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）の売上高は、主要市場でありますトラック業界向

け及び産業・建設機械業界向けにおいて、国内の震災復興工事や消費税増税前の駆け込み等による需要増があり前

年同四半期に比べ増加しました。

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は209億26百万円（前年同四半期比8.8％増）とな

りました。

利益面におきましては、経費の抑制および原価低減活動を行いましたが、燃料・原材料価格の高騰によるコスト

増で営業利益は12億46百万円（前年同四半期比11.0％減）となりました。経常利益は14億22百万円（前年同四半期

比1.8％減）、四半期純利益は税効果会計の影響で法人税等調整額が減少したことなどにより、８億78百万円（前

年同四半期比5.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、259億13百万円と前連結会計年度末に比べ17億96百万円の増加

となりました。

流動資産は174億67百万円と前連結会計年度末に比べ12億４百万円の増加となり、固定資産は84億46百万円と前

連結会計年度末に比べ５億92百万円の増加となりました。

流動資産増加は主として、受取手形及び売掛金９億９百万円及び、棚卸資産５億35百万円が増加したこと等によ

るものです。

固定資産増加は主として、有形固定資産４億23百万円及び、投資有価証券１億25百万円が増加したこと等による

ものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、90億71百万円と前連結会計年度末に比べ４億４百万円の増加とな

りました。

流動負債は83億44百万円と前連結会計年度末に比べ２億90百万円の増加となり、固定負債は７億27百万円と前連

結会計年度末に比べ１億13百万円の増加となりました。

流動負債増加は主として、支払手形及び買掛金４億93百万円が増加しましたが、未払法人税等２億90百万円が減

少したこと等によるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、168億41百万円と前連結会計年度末に比べ13億92百万円の増加

となりました。

これは主として、為替換算調整勘定３億28百万円増加及び四半期純利益（累計期間）８億78百万円の計上により

利益剰余金が増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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 1,914,948 1,817,171

受取手形及び売掛金 7,387,884 8,297,538

商品及び製品 458,391 497,026

仕掛品 298,422 304,031

原材料及び貯蔵品 660,368 1,152,015

繰延税金資産 256,703 158,756

預け金 4,939,528 4,889,313

その他 348,158 353,108

貸倒引当金 △1,698 △1,698

流動資産合計 16,262,707 17,467,263

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,370,665 4,425,259

減価償却累計額 △2,614,953 △2,706,568

建物及び構築物（純額） 1,755,712 1,718,690

機械装置及び運搬具 12,338,531 13,270,159

減価償却累計額 △9,815,603 △10,327,497

機械装置及び運搬具（純額） 2,522,928 2,942,661

工具、器具及び備品 5,606,499 6,089,794

減価償却累計額 △5,121,432 △5,323,806

工具、器具及び備品（純額） 485,066 765,988

土地 1,268,890 1,268,890

建設仮勘定 915,054 675,295

有形固定資産合計 6,947,653 7,371,527

無形固定資産 96,272 154,740

投資その他の資産

投資有価証券 719,640 845,438

繰延税金資産 25,134 15,800

その他 72,280 65,511

貸倒引当金 △7,000 △7,000

投資その他の資産合計 810,055 919,750

固定資産合計 7,853,981 8,446,018

資産合計 24,116,689 25,913,282
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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 5,506,348 5,999,772

短期借入金 284,511 539,769

1年内返済予定の長期借入金 117,301 46,762

未払費用 914,508 752,362

未払法人税等 453,605 162,773

製品保証引当金 41,322 40,342

設備関係支払手形 270,038 195,902

その他 466,081 606,961

流動負債合計 8,053,718 8,344,645

固定負債

長期借入金 159,140 202,637

退職給付引当金 300,083 328,907

繰延税金負債 － 41,926

その他 154,737 153,835

固定負債合計 613,961 727,307

負債合計 8,667,680 9,071,953

純資産の部

株主資本

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 12,226,427 12,997,444

自己株式 △4,388 △4,388

株主資本合計 14,317,938 15,088,955

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 316,113 402,924

為替換算調整勘定 6,609 334,910

その他の包括利益累計額合計 322,722 737,834

少数株主持分 808,347 1,014,538

純資産合計 15,449,008 16,841,329

負債純資産合計 24,116,689 25,913,282
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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 19,231,410 20,926,355

売上原価 16,288,187 18,040,384

売上総利益 2,943,222 2,885,970

販売費及び一般管理費 1,541,695 1,639,181

営業利益 1,401,526 1,246,788

営業外収益

受取利息 27,107 39,004

受取配当金 6,768 10,964

為替差益 4,880 123,387

受取賃貸料 5,894 5,914

受取手数料 8,104 8,264

持分法による投資利益 11,124 422

その他 3,312 14,256

営業外収益合計 67,192 202,215

営業外費用

支払利息 8,160 21,358

その他 11,945 4,933

営業外費用合計 20,105 26,291

経常利益 1,448,613 1,422,712

特別利益

投資有価証券売却益 780 －

特別利益合計 780 －

特別損失

固定資産除却損 12,946 10,429

その他 94 63

特別損失合計 13,041 10,492

税金等調整前四半期純利益 1,436,352 1,412,219

法人税、住民税及び事業税 328,992 365,657

法人税等調整額 169,948 105,128

法人税等合計 498,940 470,785

少数株主損益調整前四半期純利益 937,411 941,433

少数株主利益 103,335 62,547

四半期純利益 834,075 878,885
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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 937,411 941,433

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23,914 86,811

為替換算調整勘定 △33,327 429,655

持分法適用会社に対する持分相当額 △160 △2,478

その他の包括利益合計 △9,572 513,989

四半期包括利益 927,838 1,455,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 833,562 1,293,997

少数株主に係る四半期包括利益 94,275 161,425
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当第３四半期連結会計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日） 

該当事項はありません。

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） 

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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