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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  13,829  8.0  817  △13.0  982  2.6  629  14.5

25年３月期第２四半期  12,810  △10.5  940  △11.9  958  △10.1  550  △7.7

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,190百万円（ ％） 126.7   25年３月期第２四半期 525百万円 （ ％） △24.1

  
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２四半期  43.77  －

25年３月期第２四半期  38.24  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  26,019  16,630  60.1

25年３月期  24,116  15,449  60.7

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 15,636百万円   25年３月期 14,640百万円 

  
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  － 3.75 － 3.75  7.50

26年３月期  － 3.75     

26年３月期（予想）     － 3.75  7.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  25,500  0.2  1,800  0.0  1,850  △10.5  1,050  △14.8  72.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規       － 社  （社名）                        、除外     － 社  （社名） 

  

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを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 

１．平成25年５月13日に公表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。 

２．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。 

  

（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： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 14,400,000株 25年３月期 14,400,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 11,858株 25年３月期 11,858株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 14,388,142株 25年３月期２Ｑ 14,388,295株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、金融政策を背景に

円安・株高傾向を受け、輸出関連の企業を中心とした業績の回復や、個人消費の持ち直し等、景気回復に明るい兆

しが見え始めました。 

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）の売上高は、主要市場でありますトラック業界向

けにおいては、国内及びタイなどのアジアで需要増があり前年同四半期に比べ増加しました。 

また、産業・建設機械業界向けにおいては、国内の需要は堅調に推移しましたが、中国経済の回復遅れにより前

年同四半期に比べ若干減少しました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は138億29百万円（前年同四半期比8.0％増）とな

りました。 

利益面におきましては、経費の抑制および原価低減活動を行った結果、営業利益は８億17百万円（前年同四半期

比13.0％減）、経常利益は９億82百万円（前年同四半期比2.6％増）、四半期純利益は６億29百万円（前年同四半

期比14.5％増）となりました。 

   

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、260億19百万円と前連結会計年度末に比べ19億２百万円の増加

となりました。 

流動資産は176億63百万円と前連結会計年度末に比べ14億１百万円の増加となり、固定資産は83億55百万円と前

連結会計年度末に比べ５億１百万円の増加となりました。 

流動資産増加は主として、受取手形及び売掛金７億39百万円及び、棚卸資産４億80百万円が増加したこと等によ

るものです。 

固定資産増加は主として、有形固定資産の増加３億53百万円、投資有価証券の増加１億６百万円等によるもので

す。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、93億89百万円と前連結会計年度末に比べ７億21百万円の増加とな

りました。 

流動負債は87億21百万円と前連結会計年度末に比べ６億67百万円の増加となり、固定負債は６億68百万円と前連

結会計年度末に比べ54百万円の増加となりました。 

流動負債増加は主として、支払手形及び買掛金８億76百万円が増加したこと等によるものです。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、166億30百万円と前連結会計年度末に比べ11億81百万円の増加

となりました。 

これは主として、為替換算調整勘定３億46百万円増加及び四半期純利益（累計期間）６億29百万円の計上により

利益剰余金が増加したこと等によるものです。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月13日に公表いたしました平成26年３月期第２四半期（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の連

結業績予想は、平成25年10月28日に修正発表いたしました。 

なお、通期連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,914,948 1,962,434

受取手形及び売掛金 7,387,884 8,127,806

商品及び製品 458,391 579,897

仕掛品 298,422 339,748

原材料及び貯蔵品 660,368 977,697

繰延税金資産 256,703 247,975

預け金 4,939,528 5,070,237

その他 348,158 359,710

貸倒引当金 △1,698 △1,698

流動資産合計 16,262,707 17,663,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,370,665 4,423,988

減価償却累計額 △2,614,953 △2,679,906

建物及び構築物（純額） 1,755,712 1,744,081

機械装置及び運搬具 12,338,531 13,243,334

減価償却累計額 △9,815,603 △10,185,837

機械装置及び運搬具（純額） 2,522,928 3,057,496

工具、器具及び備品 5,606,499 6,029,692

減価償却累計額 △5,121,432 △5,261,230

工具、器具及び備品（純額） 485,066 768,462

土地 1,268,890 1,268,890

建設仮勘定 915,054 462,498

有形固定資産合計 6,947,653 7,301,429

無形固定資産 96,272 152,249

投資その他の資産   

投資有価証券 719,640 825,688

繰延税金資産 25,134 16,417

その他 72,280 66,805

貸倒引当金 △7,000 △7,000

投資その他の資産合計 810,055 901,910

固定資産合計 7,853,981 8,355,589

資産合計 24,116,689 26,019,398
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,506,348 6,382,849

短期借入金 284,511 467,403

1年内返済予定の長期借入金 117,301 124,198

未払費用 914,508 897,518

未払法人税等 453,605 295,831

製品保証引当金 41,322 37,306

設備関係支払手形 270,038 154,562

その他 466,081 361,367

流動負債合計 8,053,718 8,721,036

固定負債   

長期借入金 159,140 165,750

退職給付引当金 300,083 319,291

繰延税金負債 － 29,132

その他 154,737 154,057

固定負債合計 613,961 668,231

負債合計 8,667,680 9,389,268

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 12,226,427 12,802,283

自己株式 △4,388 △4,388

株主資本合計 14,317,938 14,893,795

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 316,113 389,158

為替換算調整勘定 6,609 352,849

その他の包括利益累計額合計 322,722 742,007

少数株主持分 808,347 994,326

純資産合計 15,449,008 16,630,129

負債純資産合計 24,116,689 26,019,398
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,810,050 13,829,810

売上原価 10,877,386 11,917,252

売上総利益 1,932,664 1,912,557

販売費及び一般管理費 992,055 1,094,607

営業利益 940,608 817,949

営業外収益   

受取利息 16,506 24,014

受取配当金 4,364 7,810

為替差益 － 129,830

受取賃貸料 3,943 3,939

受取手数料 5,401 5,441

持分法による投資利益 8,486 422

その他 2,058 10,070

営業外収益合計 40,761 181,531

営業外費用   

支払利息 4,804 12,325

為替差損 8,974 －

会員権評価損 7,800 －

その他 1,413 4,155

営業外費用合計 22,992 16,481

経常利益 958,376 982,999

特別損失   

固定資産除却損 5,307 8,255

特別損失合計 5,307 8,255

税金等調整前四半期純利益 953,069 974,744

法人税、住民税及び事業税 203,518 300,664

法人税等調整額 118,586 6,693

法人税等合計 322,104 307,358

少数株主損益調整前四半期純利益 630,965 667,386

少数株主利益 80,782 37,636

四半期純利益 550,182 629,749
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 630,965 667,386

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △85,486 73,045

為替換算調整勘定 △20,370 452,294

持分法適用会社に対する持分相当額 △24 △2,478

その他の包括利益合計 △105,882 522,862

四半期包括利益 525,083 1,190,248

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 451,188 1,049,034

少数株主に係る四半期包括利益 73,894 141,213

7



 当第２四半期連結会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）  

 該当事項はありません。 

   

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 該当事項はありません。 

   

   

   

（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）
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