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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 

当第 2四半期連結累計期間（以下「当第 2四半期」という。）におけるわが国経済は、期初に

おいては、好調な企業収益を背景に設備投資の増加基調が続き、また、個人消費も雇用環境の

改善により持ち直しの兆しがみえましたが、夏場以降、中国の景気減速リスクの高まりもあり、

輸出の伸び悩みや個人消費の弱含みなどから在庫調整が発生し、鉱工業生産も低調な動きとな

って、景気の先行きは不透明な状況となっております。 

 

このような状況下、当社とその連結企業（以下「当社グループ」という。）の当第 2四半期の

売上高は、前年同四半期比 3.8％減少の 89 億 51 百万円となりました。一方、利益面は、営業利

益においては、売上減少や減価償却費の増加、スクラップ単価の下落等により前年同四半期比

11.7％減少の 7億 56 百万円、経常利益においては、昨年同期に受領した合弁会社からの配当（特

別配当）の消滅もあり前年同四半期比 21.0％減少の 9億 28 百万円、親会社株主に帰属する四半

期純利益は災害損失引当金繰入額1億 4百万円を計上したこともあり前年同四半期比2億 42百

万円減少の 4億 68 百万円となりました。 

 

     セグメントの業績は、次のとおりであります。 

当社グループの主要事業である鍛造事業は、鍛造品の主要マーケットである国内の自動車産

業においては、円安による国内生産へのシフトが一部で見られますが、海外生産の拡大による

現地調達の進展は続いており、国内生産は伸び悩んでおります。また、当社主力の大型部品の

引き合いは依然として強くない状況が続きましたが、一部設備投資の回復や景気の好転により

比較的底堅く推移しました。一方、海外子会社の市場であるタイ国の自動車産業においては、

政治の混迷や同国の景気減速で停滞感が一層顕著となっており、同子会社においても受注減少

の状況で推移しました。 

建設機械産業においては、中国の景気減速リスクの高まりから資源価格の下落が強まり、鉱

山機械の生産が低迷したことから関連する鍛造部品の生産は停滞の度合いが更に強まりました。 

以上から、売上高は前年同四半期比 1億 20 百万円減少の 69 億 28 百万円、営業利益は減価償

却費の増加・スクラップ単価の下落の影響を受け、前年同四半期比 42 百万円減少の 6 億 12 百

万円となりました。 

仮設機材の販売・リースを行う建機事業は、首都圏での再開発事業や社会インフラの改修整

備等から、仮設機材の需要は引続きあるものの、建設関連職人の人手不足問題や人件費の高騰

による建設工事の一部見直し等が表面化し、関連する仮設機材の販売も低下傾向となりました。 

以上から、売上高は前年同四半期比 3 億 1 百万円減少の 14 億 16 百万円、営業利益は前年同

四半期比 63 百万円減少の 2億 49 百万円となりました。 

金属製パレットの製造販売を中心とした物流事業は、主要顧客である自動車会社においては

引続き海外生産の進行等の影響を受ける中、取引先のパレット入替の恩恵も受け、売上高は前

年同四半期比 97 百万円増加の 5億 46 百万円、営業利益は 42 百万円となりました。 

不動産事業の売上高は、主要ビルのテナントの退去とその後の改修計画着手で新規募集を控

えたこともあり、前年同四半期に比べ 25 百万円減少の 60 百万円となりました。 

 

（注）なお、平成 27 年 5 月 15 日に開示しました「平成 27 年 3 月期決算短信 1. 経営成績・財

政状態に関する分析 ② 次期の見通し」で触れています会計基準の変更は、当第１四半期

連結会計期間より実施し、「作業くず売却益」を「営業外収益」計上から、「売上原価」の

戻入に変更しました。また、前第 2 四半期連結業績は、当期と同様の処理で遡及修正を行

い、損益上の各数値は変更後で表示しております。 

 

（２）財政状態に関する説明 
① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ14億41百万円減少し、192億3百万円となりました。

これは、現金及び預金が 6 億 79 百万円、受取手形および売掛金が 4 億 75 百万円減少したこ

となどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億24百万円増加し、166億79百万円となりました。

これは、建設仮勘定が 5億円増加したことにより有形固定資産その他が 5億 39 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 12 億 16 百万円減少し、358 億 83 百万円と

なりました。 

 

    （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 8億 82 百万円減少し、60 億 63 百万円となりました。

これは、支払手形及び買掛金が 6億 93 百万円、電子記録債務が 2億 2百万円減少したことな

どによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ 1億 49 百万円減少し、11 億 22 百万円となりました。

これは、有価証券の時価下落等で投資有価証券が 3億 16 百万円減少したことにより繰延税金

負債が 1億 25 百万円減少したことなどによります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1 億 84 百万円減少し、286 億 96 百万円となりま

した。これは、当第 2四半期において 4億 68 百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益を

計上しましたが、一方、6月に配当金として 3億 65 百万円支払ったことと、株価下落により、

その他有価証券評価差額金が 2億 64 百万円減少したことなどによります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第 2四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 6億 79 百万円減少

し、102 億 72 百万円となりました。 

各活動のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益 7 億 28 百万円、減価償却費 5 億 17 百

万円を計上しましたが、仕入債務の大幅な減少等により、7億 17 百万円の増加に止まりまし

た。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、主に有形固定資産の取得をしたことにより、10 億 12 百万円の減

少となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、配当金の支払もあり、3億 78 百万円の減少となりました。 

 
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当年度の連結業績予想については、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載しましたとおり、以下のように変更しております。 

平成 28 年 3 月期通期連結業績予想 

売上高                17,000 百万円 

営業利益                           1,350 百万円 

経常利益                           1,600 百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益    800 百万円 
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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 
   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 
   法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 
 
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 （会計方針の変更） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日）、「連結財務諸

表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第７号 平成 25 年９月 13 日）等を、第１四半期連結会計期間から

適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を

行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。   
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（４）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）

　　　該当事項はありません。
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　（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

　　　　該当事項はありません。
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　（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．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

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

セグメント利益

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）

報告セグメント計

全社費用（注）

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．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

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

セグメント利益

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）

報告セグメント計

全社費用（注）

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　　第１四半期連結会計期間より、従来「営業外収益」の「作業くず売却益」は、金額的重要性が増したため、「売上原

　価」の戻入に変更しております。

　　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載してお

　ります。

1,022,949

△ 165,730

（単位：千円）

鍛造事業

857,219

建機事業 物流事業 不動産事業 合計

計

（単位：千円）

7,049,473 1,717,674 448,286 85,603 9,301,037

鍛造事業 不動産事業 合計

－ －

建機事業 物流事業

（単位：千円）

1,022,949

9,301,03785,603

－ － －

7,049,473 1,717,674 448,286

6,928,501 1,416,423 546,255 60,368

654,987 313,235 5,457 49,267

利益 金額

計 6,928,501 1,416,423 546,255

8,951,548

－ － － － －

60,368 8,951,548

612,501 249,882 42,856 28,249 933,489

△ 176,923

756,566

（単位：千円）

利益 金額

933,489
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