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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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 ％

2021年３月期第２四半期 14,660 △17.3 517 △19.9 574 △15.5 394 △11.9

2020年３月期第２四半期 17,729 3.7 645 11.0 680 9.4 447 5.4
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 634百万円( 67.6％) 2020年３月期第２四半期 378百万円(△11.3％)
　

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

2021年３月期第２四半期 24.83 －

2020年３月期第２四半期 27.96 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第２四半期 28,391 12,628 44.5

2020年３月期 29,431 12,129 41.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 12,628百万円 2020年３月期 12,129百万円
　

　　

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

2020年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － 10.00 10.00

(注)１. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

２. 配当予想の修正については、本日（2020年11月11日）公表いたしました「業績予想及び配当予想に関する

　 お知らせ」をご参照ください。

　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 32,200 △13.1 1,300 △29.9 1,380 △28.6 920 △28.0 57.61
(注)１. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

２. 連結業績予想の修正については、本日（2020年11月11日）公表いたしました「業績予想及び配当予想に関

　 するお知らせ」をご参照ください。
　

　　



※ 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) 2021年３月期２Ｑ 16,100,000株 2020年３月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 176,903株 2020年３月期 225,103株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 15,892,017株 2020年３月期２Ｑ 16,012,654株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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３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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により発出された緊急事態宣

言が解除された中にあっても、雇用情勢の悪化や消費マインドの低迷は改善されず、自主的な外出自粛などにより

経済活動は停滞し大変厳しい状況が続きました。その後、政府主導による各種景気刺激策が実行されましたが、そ

の効果は限定的であり経済の回復はいまだ足踏み状態で、依然として景気動向は先行きが不透明な極めて厳しい状

況となっております。

当社グループの主要顧客である建設業界においても、政府建設投資は、防災・減災対策や高度成長期に大量に整

備されたインフラ設備の老朽化対策を中心に昨年度を上回る予算が投入され堅調に推移しているものの、一方で民

間建設投資では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、先行きは憂慮される状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは、外部環境の急速な変化に対応したビジネス展開や技術開発・製品

導入により成長と利益の確保を目指してまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前

年同期比17.3％減少の14,660百万円余となりました。損益につきましては、連結営業利益は前年同期比19.9％減少

の517百万円余、連結経常利益は前年同期比15.5％減少の574百万円余、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年

同期比11.9％減少の394百万円余となりました。

なお、当第２四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11.4％減少の9,965百万円余となりました。

　建設機械関連商品は、前年同期比21.7％減少の5,204百万円余、建設機械関連レンタルは、前年同期並みの1,719

百万円余、建設機械関連サービスは、前年同期比5.7％増加の3,040百万円余となりました。

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32.5％減少の3,643百万円余となりました。

　産業機械関連製品は、前年同期比39.8％減少の1,947百万円余、産業機械関連商品は、前年同期比6.4％減少の

552百万円余となりました。

鉄構機械関連製品においては、前年同期比28.3％減少の609百万円余となりました。産業機械関連その他は、前

年同期比25.9％減少の533百万円余となりました。

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3.7％増加の707百万円余となりました。

その他

その他の事業の売上高は、前年同期比15.6％減少の343百万円余となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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1,105百万円余減少し16,317百万円

余となりました。これは主に、たな卸資産が1,246百万円余増加したものの、受取手形及び売掛金が2,078百万円余

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65百万円余増加し12,073百万円余となりました。これは主に、貸与資産等

の有形固定資産が203百万円余減少したものの、保有株式の市場価格上昇により投資有価証券が344百万円余増加し

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1,040百万円余減少し28,391百万円余となりました。

当第２四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1,161百万円余減少し11,238百万円

余となりました。これは主に、買掛金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377百万円余減少し4,524百万円余となりました。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1,539百万円余減少し15,763百万円余となりました。

当第２四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498百万円余増加し12,628百万円

余となりました。これは主に、利益剰余金が235百万円余及びその他有価証券評価差額金が238百万円余それぞれ増

加したことによるものであります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は44.5％(前連結会計年度末は41.2％)となりました。
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キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、5,133百万円余(前連結会計年度末は5,235百万円

余）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,632百万円余(前年同期は837百万円余)と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益568百万円余（前年同期は673百万円余）、減価償却費913百

万円余（前年同期は965百万円余）の計上、売上債権の減少2,078百万円余（前年同期は911百万円余の減少）、た

な卸資産の増加1,241百万円余（前年同期は717百万円余の増加）によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,295百万円余(前年同期は△1,019百万

円余)となりました。これは主に、貸与資産等有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、△439百万円余(前年同期は△923百万円余)

となりました。これは主に、長期借入金の返済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

2021年３月期の通期連結業績予想は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、合理的に算出することが困難

であったため未定としていましたが、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、通期連結業績予想を公表するこ

とといたしました。詳細につきましては本日公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,255,861 5,153,403

受取手形及び売掛金 8,815,097 6,736,511

たな卸資産 2,970,542 4,217,167

未収入金 397,954 181,691

その他 60,078 95,949

貸倒引当金 △76,204 △66,889

流動資産合計 17,423,330 16,317,834

固定資産

有形固定資産

貸与資産 17,238,509 17,269,255

減価償却累計額 △13,261,582 △13,515,984

貸与資産（純額） 3,976,926 3,753,270

建物及び構築物 8,348,949 8,435,861

減価償却累計額 △6,281,510 △6,341,617

建物及び構築物（純額） 2,067,439 2,094,244

機械装置及び運搬具 2,494,055 2,513,798

減価償却累計額 △1,932,973 △1,978,687

機械装置及び運搬具（純額） 561,081 535,110

土地 2,747,347 2,836,208

リース資産 1,145,301 1,119,259

減価償却累計額 △402,595 △451,600

リース資産（純額） 742,705 667,658

その他 892,381 914,251

減価償却累計額 △760,618 △777,253

その他（純額） 131,763 136,998

有形固定資産合計 10,227,264 10,023,491

無形固定資産

借地権 41,148 41,148

ソフトウエア 79,104 64,625

その他 242 242

無形固定資産合計 120,495 106,015

投資その他の資産

投資有価証券 1,450,826 1,795,062

繰延税金資産 109,851 33,191

その他 154,521 180,612

貸倒引当金 △54,641 △64,875

投資その他の資産合計 1,660,557 1,943,990

固定資産合計 12,008,316 12,073,497

資産合計 29,431,647 28,391,331
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,560,098 5,513,939

短期借入金 3,632,880 3,887,228

リース債務 211,798 197,516

未払法人税等 506,712 151,374

賞与引当金 555,080 518,950

役員賞与引当金 43,450 －

その他 889,768 969,514

流動負債合計 12,399,788 11,238,523

固定負債

長期借入金 2,143,032 1,762,186

リース債務 575,142 508,123

繰延税金負債 － 73,303

退職給付に係る負債 2,018,462 2,034,856

その他 166,128 146,326

固定負債合計 4,902,766 4,524,796

負債合計 17,302,554 15,763,319

純資産の部

株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 111,213 111,020

利益剰余金 8,506,737 8,742,512

自己株式 △110,631 △86,965

株主資本合計 11,667,319 11,926,568

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 454,481 693,263

退職給付に係る調整累計額 7,291 8,179

その他の包括利益累計額合計 461,773 701,443

純資産合計 12,129,092 12,628,011

負債純資産合計 29,431,647 28,391,331
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 17,729,147 14,660,205

売上原価 14,449,409 11,656,677

売上総利益 3,279,738 3,003,527

販売費及び一般管理費 2,634,569 2,486,467

営業利益 645,168 517,060

営業外収益

受取利息 7,553 8,385

受取配当金 49,875 37,274

為替差益 － 5,777

不動産賃貸料 9,713 10,756

その他 18,179 28,586

営業外収益合計 85,323 90,780

営業外費用

支払利息 21,733 17,841

為替差損 16,894 －

手形売却損 5,000 5,003

その他 6,380 10,045

営業外費用合計 50,009 32,891

経常利益 680,483 574,950

特別損失

固定資産除却損 6,577 6,064

減損損失 878 264

特別損失合計 7,455 6,329

税金等調整前四半期純利益 673,027 568,621

法人税、住民税及び事業税 185,074 122,196

法人税等調整額 40,277 51,901

法人税等合計 225,351 174,097

四半期純利益 447,675 394,524

親会社株主に帰属する四半期純利益 447,675 394,524
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 447,675 394,524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △72,073 238,782

退職給付に係る調整額 2,774 888

その他の包括利益合計 △69,298 239,670

四半期包括利益 378,376 634,194

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 378,376 634,194

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 673,027 568,621

減価償却費 965,422 913,356

減損損失 878 264

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,196 918

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,900 △36,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,000 △43,450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 51,022 17,282

受取利息及び受取配当金 △57,429 △45,660

支払利息 21,733 17,841

為替差損益（△は益） 2,954 29

有形固定資産除却損 6,577 6,064

売上債権の増減額（△は増加） 911,186 2,078,586

たな卸資産の増減額（△は増加） △717,101 △1,241,731

未収入金の増減額（△は増加） 127,657 216,288

仕入債務の増減額（△は減少） △642,383 △422,227

未払費用の増減額（△は減少） △14,210 △16,403

前受金の増減額（△は減少） 142,018 219,774

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,834 △72,836

その他 △238,386 △89,231

小計 1,168,428 2,071,357

利息及び配当金の受取額 57,428 45,659

利息の支払額 △21,556 △17,727

法人税等の支払額 △367,040 △466,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 837,259 1,632,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △988,218 △1,270,654

無形固定資産の取得による支出 △23,724 △4,388

投資有価証券の取得による支出 △10,420 △7,391

貸付けによる支出 △3,170 △5,517

貸付金の回収による収入 5,267 5,472

その他 1,137 △13,317

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,019,128 △1,295,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △33,793 338,359

長期借入金の返済による支出 △441,938 △464,858

自己株式の取得による支出 △64,800 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △117,419 △80,984

設備関係割賦債務の返済による支出 △104,585 △73,061

配当金の支払額 △160,726 △158,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △923,263 △439,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,954 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,108,086 △102,458

現金及び現金同等物の期首残高 5,968,679 5,235,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,860,592 5,133,403
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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。

（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２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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

(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 11,241,358 5,397,642 682,768 17,321,770 407,377 17,729,147 － 17,729,147

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42,668 340,427 394 383,490 256,719 640,209 △640,209 －

計 11,284,027 5,738,069 683,162 17,705,260 664,097 18,369,357 △640,209 17,729,147

セグメント利益又は
損失（△）

694,257 253,731 103,801 1,051,791 △9,429 1,042,362 △397,193 645,168

(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△397,193千円には、連結消去に伴う調整額△19,724千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△377,469千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 － － － － － 878 878
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020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

(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 9,965,277 3,643,358 707,775 14,316,411 343,794 14,660,205 － 14,660,205

セグメント間の内部
売上高又は振替高

23,462 210,616 51 234,129 210,702 444,832 △444,832 －

計 9,988,739 3,853,974 707,826 14,550,540 554,497 15,105,037 △444,832 14,660,205

セグメント利益又は
損失（△）

750,480 46,894 101,241 898,617 △30,773 867,843 △350,782 517,060

(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△350,782千円には、連結消去に伴う調整額△3,475千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△347,307千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 － － － － － 264 264

　

　


