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（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  33,187 15.2 2,799 133.7 3,268 134.6 1,947 205.4 

25年３月期第３四半期  28,820 3.1 1,198 21.3 1,393 39.3 637 106.2 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  2,500百万円 （242.5％）    25年３月期第３四半期  730百万円 （81.8％）  

  
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  16.35 － 

25年３月期第３四半期  5.20 － 

  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 

26年３月期第３四半期  56,282 32,878 58.1 274.43 

25年３月期  58,078 30,862 52.9 257.71 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  32,690百万円   25年３月期  30,704百万円 

   
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 
25年３月期  － 0.00 － 4.00 4.00 
26年３月期  － 0.00 －       

26年３月期（予想）          4.00 4.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％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  49,500 8.8 4,000 76.1 4,400 60.3 2,600 70.3 21.82 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有     



※  注記事項  

  

  

（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、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。なお、業績予想

に関する事項は添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」

をご覧下さい。  

  

（決算補足説明資料の入手について）  

決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しており、また、当社ホームページに記載しております。  

  

（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     

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） 26年３月期３Ｑ  138,730,741株 25年３月期  138,730,741株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  19,609,180株 25年３月期  19,584,163株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  119,132,956株 25年３月期３Ｑ  122,683,309株 
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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（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）の連結業績は、物流システム事

業の業績が顕著に回復したほか、機械・プラント事業が堅調に推移したことにより、売上高は 百万円（前

年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％増）となりました。経常利益は、前年同四半期に

計上した持分法投資損失がなくなったことなどにより 百万円（同 ％増）、四半期純利益は、所有不動

産の減損損失の計上もあり 百万円（同 ％増）となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「機械・プラント事業」「物流システム事業」

「建築事業」の３区分から、「機械・プラント事業」「物流システム事業」の２区分に変更しており、以下の前

年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しておりま

す。

・機械・プラント事業

既受注の海外の大型ＬＮＧタンク新設工事や国内補修工事案件が順調に進捗した結果、当事業の売上高は

百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。また、海外工事案件における採算性の向上により、営

業利益は 百万円（同 ％増）となりました。

・物流システム事業

ケース自動保管システム「マルチシャトル」を組み込んだ庫内搬送設備案件や空港の拡張案件、流通業向けの

配送センターの新設・増設工事案件等の売上増加により、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）と

なりました。営業利益は、大型案件における収益性の改善やメンテナンス部門の大幅な増益に伴い 百万円

（前年同四半期は営業損失２億７百万円）となりました。

・その他

上記に属さないその他の売上高は 百万円（前年同四半期比10.9％減）、営業利益は 百万円（同

9.7％増）となりました。

（２）連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ、かつ今後の業績見通し等を勘

案し、平成25年11月８日に公表した数値を以下の通り修正いたします。

平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年４月1日～平成26年３月31日）

（単位：百万円）

売上高は、主に機械・プラント事業が堅調に推移する見込みであること、また利益面では、事業全般にわたり採

算性の向上が見込まれること等により、修正いたしました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

331億87

15.2 27億99 133.7

32億68 134.6

19億47 205.4

170億39 13.8

15億16 28.9

117億89 31.5

９億80

43億58 ４億81

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（円）

前回発表予想（Ａ） 48,700 3,570 3,810 2,250 18.89

今回修正予想（Ｂ） 49,500 4,000 4,400 2,600 21.82

増減額（Ｂ－Ａ） 800 430 590 350 －

増減率（％） 1.6 12.0 15.5 15.6 －

（ご参考）前期実績

（平成25年３月期）
45,503 2,271 2,745 1,526 12.53
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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：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 10,673 11,368

受取手形及び売掛金 10,241 7,929

リース投資資産 881 1,467

有価証券 4,499 3,599

商品及び製品 98 69

仕掛品 8,348 9,103

原材料及び貯蔵品 1,273 1,130

繰延税金資産 626 240

その他 562 380

貸倒引当金 △55 △54

流動資産合計 37,149 35,233

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,369 2,178

機械装置及び運搬具（純額） 989 995

工具、器具及び備品（純額） 190 208

土地 9,879 9,629

建設仮勘定 222 64

その他（純額） 2 2

有形固定資産合計 13,654 13,078

無形固定資産 464 410

投資その他の資産

投資有価証券 6,096 6,939

繰延税金資産 73 19

その他 977 915

貸倒引当金 △338 △315

投資その他の資産合計 6,809 7,559

固定資産合計 20,929 21,048

資産合計 58,078 56,282
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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 2,437 2,027

短期借入金 2,654 2,263

1年内返済予定の長期借入金 91 535

リース債務 76 66

未払費用 4,953 3,682

未払法人税等 849 34

繰延税金負債 3 10

前受金 10,805 9,034

賞与引当金 250 －

受注損失引当金 397 486

完成工事補償引当金 152 314

その他 496 710

流動負債合計 23,168 19,166

固定負債

長期借入金 1,149 897

リース債務 53 6

繰延税金負債 37 533

再評価に係る繰延税金負債 1,896 1,839

退職給付引当金 531 561

資産除去債務 300 300

その他 79 97

固定負債合計 4,047 4,236

負債合計 27,216 23,403

純資産の部

株主資本

資本金 18,580 18,580

資本剰余金 1,104 1,104

利益剰余金 13,753 15,333

自己株式 △3,906 △3,914

株主資本合計 29,530 31,103

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 775 1,363

繰延ヘッジ損益 1 －

土地再評価差額金 1,048 934

為替換算調整勘定 △650 △710

その他の包括利益累計額合計 1,174 1,587

少数株主持分 157 188

純資産合計 30,862 32,878

負債純資産合計 58,078 56,282
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
（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)

売上高 28,820 33,187

売上原価 24,666 27,396

売上総利益 4,153 5,790

販売費及び一般管理費 2,955 2,990

営業利益 1,198 2,799

営業外収益

受取利息 30 45

受取配当金 146 171

為替差益 171 171

スクラップ売却益 30 49

その他 51 61

営業外収益合計 430 499

営業外費用

支払利息 26 17

持分法による投資損失 167 －

その他 41 12

営業外費用合計 234 29

経常利益 1,393 3,268

特別利益

段階取得に係る差益 97 －

関係会社清算益 － 107

その他 0 29

特別利益合計 98 137

特別損失

減損損失 － 403

その他 0 14

特別損失合計 0 418

税金等調整前四半期純利益 1,491 2,987

法人税、住民税及び事業税 1,011 415

法人税等調整額 △193 595

法人税等合計 818 1,010

少数株主損益調整前四半期純利益 673 1,976

少数株主利益 35 29

四半期純利益 637 1,947

少数株主利益 35 29

少数株主損益調整前四半期純利益 673 1,976

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 151 588

繰延ヘッジ損益 1 △1

土地再評価差額金 － △3

為替換算調整勘定 △94 △58

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 －

その他の包括利益合計 56 523

四半期包括利益 730 2,500

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 701 2,469

少数株主に係る四半期包括利益 28 30
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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）

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）「その他」の区分は、建築事業、産業用設備・機器の製造・販売、不動産賃貸、リース業等を含んでおりま

す。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。

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）

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）「その他」の区分は、建築事業、産業用設備・機器の製造・販売、不動産賃貸、リース業等を含んでおりま

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

報告セグメント
その他

（百万円）
（注）

調整額
（百万円）

合計
（百万円）

機械・プラン
ト事業

（百万円）

物流システム
事業

（百万円）

計
（百万円）

売上高

外部顧客への売上高 14,968 8,962 23,930 4,889 － 28,820

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 503 △503 －

計 14,968 8,962 23,930 5,393 △503 28,820

セグメント利益

又は損失（△）
1,176 △207 968 438 △209 1,198

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 968

「その他」の区分の利益 438

全社費用（注） △209

その他の調整額 －

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,198

報告セグメント
その他

（百万円）
（注）

調整額
（百万円）

合計
（百万円）

機械・プラン
ト事業

（百万円）

物流システム
事業

（百万円）

計
（百万円）

売上高

外部顧客への売上高 17,039 11,789 28,829 4,358 － 33,187

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 389 △389 －

計 17,039 11,789 28,829 4,747 △389 33,187

セグメント利益 1,516 980 2,496 481 △178 2,799

トーヨーカネツ㈱ （6369） 平成26年３月期 第３四半期決算短信

- 6 -



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

従来、報告セグメントとしていた「建築事業」は、受注高の減少傾向により、量的基準を下回る状況が相当期間

継続したため、第１四半期連結会計期間から、「その他」に含めております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを

開示しております。

４．報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

報告セグメントに帰属しない全社資産のうち、当社が保有する土地及び建物について遊休状態の継続が認識され

たことから減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては

百万円であります。

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 2,496

「その他」の区分の利益 481

全社費用（注） △186

その他の調整額 7

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 2,799

403
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「２．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報等」に記載の通り、第１四半期連結会計期間より報告セグメン

トの区分を変更していることから、事業の種類別セグメントを「建築事業」から「その他」に変更しております。

（受注の状況）

（ ）内は内数であって、海外受注高を示しております。

（受注残高の状況）

（ ）内は内数であって、海外受注残高を示しております。

３．補足情報

（１）受注及び受注残の状況

事業の種類別セグメント

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）

増減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

機械・プラント事業
14,684 51.8 20,000 59.0 5,315 36.2

(8,158) (28.8) (13,434) (39.6) (5,275) (64.7)

物流システム事業
12,686 44.8 10,594 31.2 △2,091 △16.5

(241) (0.9) (722) (2.1) (480) (199.1)

その他
973 3.4 3,327 9.8 2,353 241.7

( )－ ( )－ ( )－ ( )－ ( )－ ( )－

合計
28,344 100.0 33,922 100.0 5,578 19.7

(8,399) (29.7) (14,156) (41.7) (5,756) (68.5)

事業の種類別セグメント

前連結会計年度末
（平成25年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成25年12月31日）

増減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

機械・プラント事業
38,143 82.1 41,105 81.5 2,961 7.8

(14,361) (30.9) (19,467) (38.6) (5,106) (35.6)

物流システム事業
7,578 16.3 6,382 12.6 △1,195 △15.8

( )－ ( )－ (313) (0.6) (313) ( )－

その他
736 1.6 2,971 5.9 2,234 303.3

( )－ ( )－ ( )－ ( )－ ( )－ ( )－

合計
46,459 100.0 50,459 100.0 4,000 8.6

(14,361) (30.9) (19,781) (39.2) (5,419) (37.7)
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