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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 7,449 18.2 662 16.7 666 17.3 400 21.8
25年3月期第3四半期 6,303 13.1 567 47.1 568 43.1 328 △5.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 469百万円 （27.9％） 25年3月期第3四半期 366百万円 （19.3％）

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 68.89 68.79
25年3月期第3四半期 57.14 ―

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 10,357 4,999 48.1 851.00
25年3月期 10,238 4,522 44.2 786.60
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 4,984百万円 25年3月期 4,522百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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 9,500 12.1 800 35.0 800 32.1 470 0.0 81.36



(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 

(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、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。業績予想の前提となる条件及
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２ページ「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」をご覧くださ
い。 

※ 注記事項

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 6,200,000 株 25年3月期 6,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 325,116 株 25年3月期 450,116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,809,429 株 25年3月期3Q 5,750,975 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におけるわが国経済は、政府・日銀などによる各種政策が徐々に浸透し、景気は緩や

かに回復いたしました。 

このような環境のもとで当社グループは、主力商品の油圧ブレーカー、圧砕機、環境関連機器の販売に注力しま

した結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 %増）、営業利益 百万円

（前年同期比 %増）、経常利益 百万円（前年同期比 %増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 %

増）となりました。 

当第３四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

国内事業は、売上高全体で 百万円（前年同期比 %増）となっており、油圧ブレーカーの売上高は 百

万円（前年同期比 %減）、圧砕機は 百万円（前年同期比 %増）、環境機械に関しては 百万円（前

年同期比 %増）となりました。また、原材料売上高は 百万円（前年同期比 %増）及び修理売上高は 百

万円（前年同期比 %増）となりました。利益については、セグメント利益 百万円（前年同期比 %増）と

なりました。 

海外事業は、売上高 百万円（前年同期比 %増）となりました。利益については、セグメント利益 百万

円（前年同期比 %増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。現金及び預金が 百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が 百万円、有形固定

資産が 百万円、投資その他の資産が 百万円それぞれ増加したことが主な要因です。 

（負債の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円減少しました。長期借入金（１年内返済予定含む）が 百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が

百万円、短期借入金が 百万円、未払法人税等が 百万円、賞与引当金が 百万円、役員賞与引当金が 百万円、

役員退職慰労引当金が 百万円それぞれ減少したことが主な要因です。 

（純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。四半期純利益 百万円を計上したことが主な要因です。 

  

（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10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のと

おりです。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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） 

税金費用については、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。 

   

   

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,449 18.2 662

16.7 666 17.3 400 21.8

6,327 18.5 524

9.6 2,503 24.0 1,116

32.1 894 12.0 529

18.0 595 14.8

1,122 16.2 68

42.5

10,357 10,238

118 822 348

413 152

5,357 5,716 358

125 135

62 89 46 42

80

4,999 4,522

476 400

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 2,267,178 1,444,587

受取手形及び売掛金 2,488,667 2,836,956

商品及び製品 1,426,793 1,440,218

原材料及び貯蔵品 1,190,865 1,232,814

その他 259,402 236,234

貸倒引当金 △6,510 △4,525

流動資産合計 7,626,397 7,186,286

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,516 858,612

機械装置及び運搬具（純額） 307,709 337,110

土地 1,423,710 1,444,931

その他（純額） 12,817 15,489

有形固定資産合計 2,242,753 2,656,142

無形固定資産   

その他 132,678 124,908

無形固定資産合計 132,678 124,908

投資その他の資産   

その他 242,157 402,014

貸倒引当金 △4,996 △12,270

投資その他の資産合計 237,161 389,743

固定資産合計 2,612,593 3,170,795

資産合計 10,238,991 10,357,081



（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 2,175,116 2,039,951

短期借入金 1,912,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 321,574 372,435

未払法人税等 245,463 155,861

賞与引当金 98,841 52,327

役員賞与引当金 42,670 －

固定資産撤去費用引当金 12,358 －

その他 277,082 230,262

流動負債合計 5,085,106 4,700,836

固定負債   

長期借入金 273,805 348,390

退職給付引当金 270,368 277,646

役員退職慰労引当金 80,705 －

その他 6,169 30,670

固定負債合計 631,048 656,707

負債合計 5,716,154 5,357,543

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,015,265

利益剰余金 2,670,807 3,013,527

自己株式 △126,211 △91,211

株主資本合計 4,594,561 4,987,281

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,746 49,385

繰延ヘッジ損益 106 4,659

為替換算調整勘定 △91,577 △56,624

その他の包括利益累計額合計 △71,724 △2,579

新株予約権 － 14,834

純資産合計 4,522,836 4,999,537

負債純資産合計 10,238,991 10,357,081



（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 6,303,197 7,449,414

売上原価 4,361,991 5,266,923

売上総利益 1,941,205 2,182,491

販売費及び一般管理費 1,373,682 1,520,275

営業利益 567,523 662,216

営業外収益   

受取利息 4,682 3,911

受取配当金 962 2,401

受取保険金 12,202 －

固定資産売却益 7,829 17,434

その他 12,484 19,009

営業外収益合計 38,162 42,756

営業外費用   

支払利息 25,104 24,035

債権売却損 4,808 5,719

その他 6,936 8,249

営業外費用合計 36,849 38,004

経常利益 568,835 666,967

特別損失   

固定資産撤去費用引当金繰入額 12,358 －

減損損失 31,110 －

特別損失合計 43,469 －

税金等調整前四半期純利益 525,366 666,967

法人税等 196,728 266,748

少数株主損益調整前四半期純利益 328,638 400,219

四半期純利益 328,638 400,219



（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 328,638 400,219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,095 29,639

繰延ヘッジ損益 6,997 4,552

為替換算調整勘定 17,203 34,953

その他の包括利益合計 38,296 69,145

四半期包括利益 366,934 469,365

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 366,934 469,365

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、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 

(注)１ セグメント利益の調整額 千円は、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営業利益と調整を行っております。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

国内 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,337,608  965,588  6,303,197  －  6,303,197

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 86,716  20,095  106,812 ( )106,812  －

計  5,424,325  985,684  6,410,009 ( )106,812  6,303,197

セグメント利益  518,850  48,238  567,089  433  567,523

433

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,327,128  1,122,286  7,449,414  －  7,449,414

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 139,626  5,059  144,685 ( )144,685  －

計  6,466,754  1,127,345  7,594,100 ( )144,685  7,449,414

セグメント利益  595,819  68,728  664,548 ( )2,332  662,216

△2,332
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