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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 13,979 2.4 1,109 2.6 1,566 3.4 950 △1.7
25年3月期第3四半期 13,658 △12.6 1,080 △18.6 1,515 △16.7 966 △17.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,261百万円 （126.5％） 25年3月期第3四半期 998百万円 （88.8％）

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3四半期 36.37 ―
25年3月期第3四半期 36.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 33,381 25,979 77.5
25年3月期 30,464 24,040 78.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 25,861百万円 25年3月期 23,936百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有  

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 12.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 17,800 △3.8 1,250 △15.8 1,650 △19.8 1,050 △18.6 40.19



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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レビュー手続の対象外でありますが、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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「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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 28,998,691 株 25年3月期 28,998,691 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,875,378 株 25年3月期 2,875,218 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 26,123,400 株 25年3月期3Q 26,123,517 株
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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（以下「当第３四半期」という。）におけるわが国経済は、輸出環 

境の改善や金融対策の効果により、企業業績については輸出産業を中心として着実な改善の動

きが見られ、設備投資も持ち直し傾向で推移いたしました。また、世界経済も中国をはじめ新

興国の経済成長の鈍化・欧州景気の低迷などあるものの、米国経済が堅調に推移したこともあ

り、緩やかな回復基調が続きました。 

 

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３四半期の 

売上高は、前年同四半期に比べ 2.4％増加の 139 億 79 百万円を計上し、経常利益は前年同四半

期比 3.4％増加の 15 億 66 百万円、四半期純利益は前年同四半期比 1.7％減少の９億 50 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自動車産業にお 

いては、円安を背景として堅調に推移しましたが、海外生産の拡大による現地調達の進展や当

社主力の大型部品の引き合いは強くない状況が続きました。また、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、新車購入補助制度の終了の影響を中心に、同国内の政情混乱の

影響もあり、減速感が出てきました。建設機械産業においては、国内の復興関連需要ならびに

インフラ投資の増加や米国経済の堅調により、建設機械需要は回復傾向にありますが、資源価

格の低迷により鉱山機械の生産は依然として低調に推移しました。以上の状況の下、売上高は、

前年同四半期に比べ５億 33 百万円増加の 108 億 63 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、建設業界での民間設備投資や不動産市況の低迷 

により建設工事の減少が引続き基調にありますが、消費税増税前の首都圏でのマンション建設

の駆け込み需要や復興関連需要などを背景として、仮設機材の受注は比較的堅調に推移し、売

上高は、前年同四半期に比べ２億 38 百万円増加の 21 億 68 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ける海 

外生産の進行ならびに中国や欧州での経済成長の鈍化や景気の低迷による生産調整の影響を受

け、売上高は、前年同四半期に比べ４億 59 百万円減少の８億 24 百万円となりました。 

不動産事業の売上高は、安定的に推移し、前年同四半期に比べ８百万円増加の１億 22 百万円 

となりました。 

 

（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） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 13 億 91 百万円増加し、179 億 65 百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が７億 35 百万円、受取手形及び売掛金が７億 19 百万円増加した

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 15 億 24 百万円増加し、154 億 16 百万円となりまし

た。これは、有形固定資産が３億 74 百万円増加、有価証券の時価上昇により投資有価証券が

11 億 52 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 29 億 16 百万円増加し、333 億 81 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５億 50 百万円増加し、62 億 85 百万円となりました。

これは、支払手形及び買掛金が５億 54 百万円、未払法人税等が１億 77 百万円増加したこと

などによります。 
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固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億 26 百万円増加し、11 億 16 百万円となりました。

これは、前述の投資有価証券が増加したことに伴い、繰延税金負債が３億 89 百万円増加した

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 19 億 39 百万円増加し、259 億 79 百万円となりま

した。これは、利益剰余金が６億 36 百万円、その他有価証券評価差額金が７億 11 百万円、

為替換算調整勘定が５億 77 百万円増加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３四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７億 35 百万円増加

し、86 億 30 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の増加額は、19 億 28 百万円となりました。これは、主に税金等調整

前四半期純利益 14 億 83 百万円計上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） 

投資活動による資金の減少額は、９億 43 百万円となりました。これは、主に有形固定資産

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） 

財務活動による資金の減少額は、４億 30 百万円となりました。これは、主に配当金の支払

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 

当第３四半期連結累計期間における業績は、四半期決算ごとの固有の収益要因もあり、平成

25 年５月 15 日に開示しました通期業績予想の各数値に対する進捗は概ね予想どおり推移して

おります。 

以上から、当年度の連結業績予想については、平成 25 年５月 15 日に公表した業績予想を変

更しておりません。 

 
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。 
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,895,080 8,630,943

受取手形及び売掛金 3,770,019 4,489,671

有価証券 253,967 204,051

製品 1,711,228 1,811,153

半製品 92,257 96,628

仕掛品 851,658 835,788

原材料及び貯蔵品 886,910 822,615

その他 1,112,536 1,074,932

貸倒引当金 △564 △701

流動資産合計 16,573,093 17,965,082

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,442,851 4,453,214

その他（純額） 5,383,630 5,747,611

有形固定資産合計 9,826,481 10,200,826

無形固定資産 18,928 18,928

投資その他の資産   

投資有価証券 3,044,159 4,196,483

その他 3,197,081 3,194,929

貸倒引当金 △2,195,044 △2,195,075

投資その他の資産合計 4,046,195 5,196,338

固定資産合計 13,891,606 15,416,093

資産合計 30,464,699 33,381,175
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,973,363 4,528,117

短期借入金 1,110,000 1,038,000

未払法人税等 97,017 274,481

賞与引当金 100,432 86,243

その他 453,762 358,663

流動負債合計 5,734,576 6,285,506

固定負債   

長期借入金 36,000 －

退職給付引当金 331,581 397,794

役員退職慰労引当金 94,745 101,790

その他 227,441 616,461

固定負債合計 689,768 1,116,046

負債合計 6,424,344 7,401,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,256,723 7,256,723

資本剰余金 6,872,872 6,872,872

利益剰余金 12,090,119 12,726,692

自己株式 △1,846,966 △1,847,030

株主資本合計 24,372,748 25,009,256

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 449,862 1,160,994

為替換算調整勘定 △886,331 △308,685

その他の包括利益累計額合計 △436,469 852,309

少数株主持分 104,075 118,056

純資産合計 24,040,354 25,979,622

負債純資産合計 30,464,699 33,381,175
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,658,172 13,979,478

売上原価 11,806,628 12,072,753

売上総利益 1,851,543 1,906,725

販売費及び一般管理費   

従業員給料 155,598 183,486

運賃 208,225 182,242

その他 407,029 431,887

販売費及び一般管理費合計 770,853 797,616

営業利益 1,080,689 1,109,108

営業外収益   

受取利息 27,418 29,951

受取配当金 143,695 128,259

作業くず売却益 269,119 275,362

その他 97,972 93,923

営業外収益合計 538,205 527,497

営業外費用   

支払利息 38,254 7,145

退職給付費用 52,093 52,093

金型廃棄損 12,594 8,816

その他 267 1,926

営業外費用合計 103,209 69,982

経常利益 1,515,686 1,566,623

特別利益   

固定資産売却益 － 3,920

受取保険金 5,134 16,638

特別利益合計 5,134 20,559

特別損失   

固定資産処分損 65,708 104,059

その他 － 30

特別損失合計 65,708 104,089

税金等調整前四半期純利益 1,455,113 1,483,092

法人税、住民税及び事業税 473,871 520,433

法人税等調整額 2,901 1,652

法人税等合計 476,773 522,085

少数株主損益調整前四半期純利益 978,339 961,007

少数株主利益 12,105 10,952

四半期純利益 966,233 950,054
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主利益 12,105 10,952

少数株主損益調整前四半期純利益 978,339 961,007

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95,113 711,132

為替換算調整勘定 115,037 589,131

その他の包括利益合計 19,924 1,300,264

四半期包括利益 998,263 2,261,271

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 983,872 2,238,833

少数株主に係る四半期包括利益 14,391 22,438
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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 1,455,113 1,483,092

減価償却費 616,230 695,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,414 167

受取利息及び受取配当金 △171,113 △158,210

支払利息 38,254 7,145

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,286 △14,188

退職給付引当金の増減額（△は減少） 636 66,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,297 7,044

売上債権の増減額（△は増加） 1,248,654 △611,690

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,920

有形固定資産処分損益（△は益） 65,708 104,059

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,853 △4,164

仕入債務の増減額（△は減少） △1,732,772 439,059

その他 △189,628 118,377

小計 1,339,937 2,128,724

利息及び配当金の受取額 171,138 158,193

利息の支払額 △38,254 △7,145

法人税等の支払額 △1,063,165 △351,542

営業活動によるキャッシュ・フロー 409,655 1,928,229

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △203,933 △204,051

有価証券の売却による収入 203,817 253,967

有形固定資産の取得による支出 △734,365 △957,282

有形固定資産の売却による収入 － 14,539

投資有価証券の取得による支出 － △51,500

その他 3,121 922

投資活動によるキャッシュ・フロー △731,360 △943,404

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △187,098 △108,000

配当金の支払額 △261,235 △313,481

少数株主への配当金の支払額 △3,751 △8,457

自己株式の取得による支出 △19 △64

その他 △1,471 △327

財務活動によるキャッシュ・フロー △453,576 △430,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,185 181,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △729,095 735,862

現金及び現金同等物の期首残高 10,256,689 7,895,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,527,593 8,630,943
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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３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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。

△ 233,186

1,109,108

（単位：千円）

利益 金額

1,342,294

122,660 13,979,478

843,967 381,540 47,267 69,519 1,342,294

計 10,863,761 2,168,274 824,781

13,979,478

－ － － － －

10,863,761 2,168,274 824,781 122,660

758,029 343,288 157,198 60,890

（単位：千円）

1,319,406

13,658,172

－ － －

10,330,114 1,929,526 1,283,991 114,539

不動産事業 合計

－ －

建機事業 物流事業

計

（単位：千円）

10,330,114 1,929,526 1,283,991 114,539 13,658,172

鍛造事業

利益 金額

1,319,406

△ 238,716

（単位：千円）

鍛造事業

1,080,689

建機事業 物流事業 不動産事業 合計
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