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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の積極的な経済政策や日銀の金融緩和を背景に、企業の

設備投資の増加や雇用・所得環境の改善傾向が続き、穏やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外では中国

経済の減速や新興国経済の下振れなどにより、依然として先行き不透明な状態が続いております。

 国内における建設機械需要は、小型建機を中心とした新排ガス規制に伴う反動減と、一般建設機械のレンタル業

界向け需要の低迷により減少いたしました。一方、海外におきましては、米国では住宅着工の持ち直しや設備投資

の回復により需要が拡大いたしましたが、中国では不動産投資の鈍化や各種産業の過剰在庫調整、工事の進捗停

滞、新規工事の発注遅延等で、建設機械の需要は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。その結果、当社グルー

プ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、下記のとおりとなりました。

 当第３四半期連結累計期間は、売上高は45億36百万円（前年同期比25.3％減、15億34百万円減）、営業利益１億

20百万円（前年同期比75.1％減、３億64百万円減）、経常利益１億83百万円（前年同期比66.0％減、３億55百万円

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億１百万円（前年同期比64.9％減、１億87百万円減）となりました。

 主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメ

ントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。

「建設機械部門」

 建設機械部門の売上高は、国内向け売上34億49百万円（前年同期比22.9％減、10億26百万円減）、海外向け売上

３億93百万円（前年同期比46.9％減、３億47百万円減）となりました。

 なお、海外向け売上に関しましては、海外子会社及び商社を通じて販売しております。

「自動車関連部門」

 自動車関連部門の売上高は、４億82百万円（前年同期比18.3％減、１億７百万円減）となりました。

「産業機械部門」

 産業機械部門の売上高は、93百万円（前年同期比13.6％減、14百万円減）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の総資産は、前連結会計年度末と比べ５億65百万円減少し、102億52百万円となり

ました。これは主に、建物及び構築物が３億円、電子記録債権が１億16百万円それぞれ増加したものの、投資有価

証券が３億12百万円、現金及び預金が２億22百万円、受取手形及び売掛金が２億20百万円、固定資産その他が１億

46百万円、機械装置及び運搬具が１億２百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

（負債）

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ３億77百万円減少し、13億８百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が１億35百万円、賞与引当金が80百万円、固定負債その他が75百万円、長期借入金

が63百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

（純資産）

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ１億87百万円減少し、89億43百万円となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が１億68百万円、為替換算調整勘定が18百万円それぞれ減少したこ

と等によるものであります。

 

 

（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27年12月11日の「平成28年４月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値

との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありませ

ん。
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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

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

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 「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３四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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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27年４月30日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年１月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,627,661 2,405,073 

受取手形及び売掛金 1,644,171 1,423,827 

電子記録債権 276,061 392,296 

有価証券 1,800,016 1,830,032 

商品及び製品 250,642 202,202 

仕掛品 111,830 125,080 

原材料及び貯蔵品 101,791 116,120 

その他 142,726 161,282 

流動資産合計 6,954,902 6,655,916 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 739,765 1,039,885 

機械装置及び運搬具（純額） 681,782 579,754 

その他（純額） 843,355 696,785 

有形固定資産合計 2,264,903 2,316,425 

無形固定資産 3,326 2,160 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,106,898 794,562 

関係会社株式 195,644 200,658 

その他 306,639 297,217 

貸倒引当金 △14,378 △14,378 

投資その他の資産合計 1,594,803 1,278,059 

固定資産合計 3,863,034 3,596,645 

資産合計 10,817,936 10,252,562 

負債の部    

流動負債    

買掛金 250,432 270,810 

1年内返済予定の長期借入金 84,000 84,000 

未払法人税等 135,060 － 

賞与引当金 165,105 84,825 

その他 358,260 302,581 

流動負債合計 992,857 742,217 

固定負債    

長期借入金 159,000 96,000 

役員退職慰労引当金 219,212 223,644 

退職給付に係る負債 172,041 179,530 

その他 143,578 67,585 

固定負債合計 693,832 566,760 

負債合計 1,686,690 1,308,977 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年４月30日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年１月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 592,000 592,000 

資本剰余金 464,241 464,241 

利益剰余金 7,115,440 7,114,871 

自己株式 △6,547 △6,595 

株主資本合計 8,165,135 8,164,517 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 431,926 263,310 

為替換算調整勘定 534,184 515,756 

その他の包括利益累計額合計 966,111 779,067 

純資産合計 9,131,246 8,943,584 

負債純資産合計 10,817,936 10,252,562 
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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26年５月１日 

 至 平成27年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成28年１月31日) 

売上高 6,071,618 4,536,674 

売上原価 4,839,126 3,748,870 

売上総利益 1,232,491 787,804 

販売費及び一般管理費 746,864 666,977 

営業利益 485,626 120,826 

営業外収益    

受取利息 4,111 4,740 

受取配当金 21,854 22,785 

助成金収入 － 24,832 

為替差益 11,739 1,229 

持分法による投資利益 8,909 5,013 

その他 7,179 4,595 

営業外収益合計 53,795 63,197 

営業外費用    

支払利息 363 844 

営業外費用合計 363 844 

経常利益 539,059 183,180 

税金等調整前四半期純利益 539,059 183,180 

法人税、住民税及び事業税 211,484 37,983 

法人税等調整額 38,766 43,888 

法人税等合計 250,251 81,871 

四半期純利益 288,807 101,308 

親会社株主に帰属する四半期純利益 288,807 101,308 
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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26年５月１日 

 至 平成27年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年５月１日 
 至 平成28年１月31日) 

四半期純利益 288,807 101,308 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 31,504 △168,615 

為替換算調整勘定 253,464 △18,427 

その他の包括利益合計 284,969 △187,043 

四半期包括利益 573,777 △85,735 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 573,777 △85,735 

非支配株主に係る四半期包括利益 － - 
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（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）

該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

 

４．補足情報

 

 

販売実績

当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
 当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日

至 平成28年１月31日
前年同四半期比（％）

建設機械（千円）  3,842,623 73.7

自動車関連（千円）  482,914 81.7

産業機械（千円） 93,284 86.4

その他（千円） 117,851 75.5

合計（千円） 4,536,674 74.7

（注）１．金額は販売価格によります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における主な相手先別の 

販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年５月１日
至 平成27年１月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年５月１日
至 平成28年１月31日）

 金額（千円） 割合（％）  金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 1,327,788 21.9 1,017,509 22.4

コマツ物流㈱ 656,384 10.8 544,580 12.0

 

以上
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