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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 7,538 2.4 271 119.9 301 176.3 205 107.5

29年３月期第１四半期 7,361 2.1 123 △10.7 109 △32.8 98 △11.9
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 242百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △0百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 12.80 －

29年３月期第１四半期 6.17 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 28,496 9,766 34.3

29年３月期 28,919 9,636 33.3
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 9,766百万円 29年３月期 9,636百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 0.00 － 7.00 7.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 0.00 － 7.00 7.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

29年3月期期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 特別配当 2円00銭
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 34,300 △3.2 1,450 △17.7 1,450 △18.6 1,000 △23.0 62.34
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 16,100,000株 29年３月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 60,403株 29年３月期 60,403株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 16,039,597株 29年３月期１Ｑ 16,041,068株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間における日本経済は、企業収益や雇用環境に改善傾向が見られるなど緩やかな回復基

調で推移いたしました。しかしながら、新興国経済の景気減速や欧米の政治動向など海外情勢の影響により、景気

の先行きは不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要顧客である建設業界においては、公共投資に底堅い動きが見られたものの、引き続き労務費

の高騰や地域別において需要格差が残るなど厳しい状況で推移いたしました。

　このような経営環境のもと、当社グループは中期３ヶ年経営計画の２年目となる当第１四半期連結累計期間にお

いて、他社との差別化と効率化の推進によるコアビジネスの強化、戦略的投資によるビジネス領域の拡大に取り組

んでまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比2.4％増加の7,538百万円

余、損益につきましては、連結営業利益は前年同期比119.9％増加の271百万円余、連結経常利益は前年同期比

176.3％増加の301百万円余、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比107.5％増加の205百万円余となりま

した。

　なお、当第１四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。

建設機械関連事業

建設機械関連事業の売上高は、前年同期比8.0％増加の4,583百万円余となりました。

　建設機械関連商品は、建設機械の新車販売が好調に推移したことから、前年同期比9.3％増加の2,498百万円余、

建設機械関連レンタルは、前年同期比7.5％増加の806百万円余、建設機械関連サービスは、前年同期比5.8％増加

の1,279百万円余となりました。

産業・鉄構機械等関連事業

産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比5.3％減少の2,449百万円余となりました。

　産業機械関連製品は、前年同期比2.8％減少の1,591百万円余、産業機械関連商品は前年同期比18.3％増加の138

百万円余となりました。

　鉄構機械関連製品においては、前年同期比13.8％減少の451百万円余となりました。また、産業機械関連その他

は、前年同期比12.9％減少の267百万円余となりました。

介護用品関連事業

介護用品関連事業の売上高は、前年同期比4.6％増加の319百万円余となりました。

その他

その他の事業の売上高は、前年同期比17.7％減少の186百万円余となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ115百万円余減少し15,676百万円余

となりました。これは主に、たな卸資産が962百万円余増加したものの、受取手形及び売掛金が1,117百万円余減少

したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ308百万円余減少し12,820百万円余となりました。これは主に、貸与資産

等の有形固定資産が減少したことによるものであります。

　これにより、資産合計は、前連結会計年度末に比べ423百万円余減少し28,496百万円余となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ278百万円余減少し13,189百万円余

となりました。これは主に、未払法人税等が減少したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ274百万円余減少し5,541百万円余となりました。これは主に、長期借入金

が減少したことによるものであります。

　これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ553百万円余減少し18,730百万円余となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ129百万円余増加し9,766百万円余

となりました。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものであります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は34.3％(前連結会計年度末は33.3％)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

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,690,603 3,842,912

受取手形及び売掛金 9,000,200 7,882,479

たな卸資産 2,471,778 3,434,124

繰延税金資産 239,464 174,193

未収入金 398,063 332,471

その他 43,669 54,627

貸倒引当金 △52,382 △44,572

流動資産合計 15,791,396 15,676,236

固定資産

有形固定資産

貸与資産 15,187,127 15,134,166

減価償却累計額 △11,104,417 △11,270,374

貸与資産（純額） 4,082,710 3,863,792

建物及び構築物 7,939,297 7,945,513

減価償却累計額 △6,025,879 △6,060,347

建物及び構築物（純額） 1,913,417 1,885,165

機械装置及び運搬具 2,234,184 2,240,675

減価償却累計額 △1,681,450 △1,708,692

機械装置及び運搬具（純額） 552,734 531,982

土地 2,752,209 2,751,215

リース資産 1,698,263 1,637,917

減価償却累計額 △471,938 △506,080

リース資産（純額） 1,226,325 1,131,836

その他 765,953 766,956

減価償却累計額 △628,161 △625,328

その他（純額） 137,791 141,628

有形固定資産合計 10,665,187 10,305,621

無形固定資産

借地権 41,148 41,148

ソフトウエア 51,663 50,429

その他 242 242

無形固定資産合計 93,053 91,820

投資その他の資産

投資有価証券 2,278,191 2,331,942

その他 145,408 147,074

貸倒引当金 △53,478 △56,362

投資その他の資産合計 2,370,121 2,422,653

固定資産合計 13,128,362 12,820,095

資産合計 28,919,759 28,496,331
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,981,094 6,055,847

短期借入金 4,895,957 5,055,674

リース債務 454,207 423,895

未払法人税等 457,737 13,420

賞与引当金 507,243 230,982

役員賞与引当金 37,200 －

その他 1,134,344 1,409,399

流動負債合計 13,467,784 13,189,219

固定負債

長期借入金 2,185,856 2,001,599

リース債務 837,634 767,858

繰延税金負債 339,334 374,989

退職給付に係る負債 2,029,165 1,982,005

その他 423,891 414,568

固定負債合計 5,815,881 5,541,020

負債合計 19,283,666 18,730,240

純資産の部

株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 5,365,583 5,458,651

自己株式 △19,145 △19,145

株主資本合計 8,606,437 8,699,505

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,043,938 1,080,979

退職給付に係る調整累計額 △14,283 △14,393

その他の包括利益累計額合計 1,029,654 1,066,585

純資産合計 9,636,092 9,766,091

負債純資産合計 28,919,759 28,496,331
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 7,361,143 7,538,755

売上原価 6,046,141 6,035,928

売上総利益 1,315,002 1,502,827

販売費及び一般管理費 1,191,449 1,231,073

営業利益 123,553 271,753

営業外収益

受取利息 1,426 2,887

受取配当金 24,307 23,460

為替差益 － 10,225

不動産賃貸料 3,379 3,386

その他 6,541 9,156

営業外収益合計 35,654 49,116

営業外費用

支払利息 13,445 11,215

為替差損 27,941 －

手形売却損 3,762 2,366

その他 4,805 5,404

営業外費用合計 49,954 18,986

経常利益 109,253 301,883

特別損失

固定資産除却損 1,278 895

減損損失 545 993

特別損失合計 1,823 1,888

税金等調整前四半期純利益 107,429 299,994

法人税、住民税及び事業税 6,715 6,838

法人税等調整額 1,751 87,811

法人税等合計 8,467 94,650

四半期純利益 98,962 205,344

親会社株主に帰属する四半期純利益 98,962 205,344
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 98,962 205,344

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △99,780 37,041

退職給付に係る調整額 753 △110

その他の包括利益合計 △99,027 36,930

四半期包括利益 △64 242,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △64 242,275

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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,243,729 2,585,544 305,038 7,134,312 226,830 7,361,143 － 7,361,143

セグメント間の内部
売上高又は振替高

29,003 112,386 － 141,390 110,372 251,763 △251,763 －

計 4,272,733 2,697,931 305,038 7,275,703 337,203 7,612,906 △251,763 7,361,143

セグメント利益又は
損失（△）

167,214 129,875 23,049 320,139 △11,307 308,831 △185,278 123,553

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△185,278千円には、連結消去に伴う調整額△15,793千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△169,485千円が含まれております。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及び試験研究費であります。

３ セグメント利益又は損失(△)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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 545 545
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,583,506 2,449,401 319,071 7,351,980 186,775 7,538,755 － 7,538,755

セグメント間の内部
売上高又は振替高

22,174 134,133 － 156,308 145,497 301,806 △301,806 －

計 4,605,681 2,583,535 319,071 7,508,289 332,272 7,840,562 △301,806 7,538,755

セグメント利益又は
損失（△）

199,943 225,577 22,210 447,731 △5,154 442,576 △170,823 271,753

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新分野の製品企画及び販売、自動

車販売、保険代理店業、シリンダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△170,823千円には、連結消去に伴う調整額△19,035千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△151,787千円が含まれております。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及び試験研究費であります。

３ セグメント利益又は損失(△)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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 993 993
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