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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第82期

第１四半期連結
累計期間

第83期
第１四半期連結
累計期間

第82期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 6,390,186 6,730,112 26,931,434

経常利益 (千円) 213,461 626,391 1,946,418

四半期(当期)純利益 (千円) 111,535 379,126 1,216,528

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 66,988 449,422 1,717,410

純資産額 (千円) 11,374,717 13,215,002 12,930,384

総資産額 (千円) 25,516,622 26,335,651 25,717,406

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 3.80 13.08 41.44

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 44.2 49.8 49.9

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の金融緩和や政府の補正予算により円

安・株高傾向で推移し、輸出企業の収益や個人消費に回復の兆しが見られました。海外は、米国経

済の回復傾向や東南アジア地域の景気上昇の動きはあるものの、欧州の金融債務問題の長期化や

中国経済の成長率鈍化傾向で、先が読めない状況にありました。

このような情勢のなかで、当社グループは、国内市場の変化に対応した新販売体制で、お客様へ

の提案営業を積極的に行うとともに、新興国を中心とした新規取引先の開拓や代理店の見直し、部

品・サービス体制の強化を推し進めてまいりました。

収益面につきましては、生産性の向上に向けた改善活動や増産効果及びお客様への付加価値提

案等を行うとともに、部門単位での利益責任体制を推進し利益確保に努めてまいりました。

その結果、売上高は国内が3,583百万円（前年同期比12.2％減）、海外が3,146百万円（前年同期

比36.2％増）、全体で6,730百万円（前年同期比5.3％増）となりました。

損益につきましては、営業利益は454百万円（前年同期比34.8％増）、経常利益は626百万円（前

年同期比193.4％増）、四半期純利益は379百万円（前年同期比239.9％増）となりました。

　

セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。

①　建設機械事業

建設機械事業では、国内につきましては、災害復旧向けの発電機やエンジンコンプレッサの出荷

が伸び悩みました。しかし、海外につきましては、前年同期と比較し為替が大幅に円安に推移した

影響や北米のエネルギー資源開発関係の需要や東南アジア地域、ロシアでの需要が堅調に推移し、

発電機やエンジンコンプレッサの出荷は前年同期を大幅に上回りました。その結果、売上高は

5,419百万円（前年同期比8.2％増）、セグメント利益は599百万円（前年同期27.4％増）となりま

した。

　

②　産業機械事業

産業機械事業では、工場設備用モータコンプレッサの売上高は前年同期を上回りましたが、非常

用発電機の需要が落ち着いたことにより出荷が前年同期を下回りました。その結果、売上高は

1,310百万円（前年同期5.3％減）となりましたが、保守部品の販売及び機械のメンテナンスニー

ズを確実に取り込んで、セグメント利益は148百万円（前年同期比24.4％増)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

①　流動資産

当第１四半期連結会計期間末における流動資産残高は、前連結会計年度末に比べ106百万円増

加し、17,542百万円となりました。これは主に、債権回収により現金及び預金が増加したこと、受

取手形及び売掛金が減少したこと及び売上増に伴う生産増加により商品及び製品が増加したこ

とによるものであります。

　

②　固定資産
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当第１四半期連結会計期間末における固定資産残高は、前連結会計年度末に比べ511百万円増

加し、8,793百万円となりました。これは主に、新塗装工場の建設等により有形固定資産が増加し

たこと、時価の上昇により投資有価証券が増加したこと及び当第１四半期連結会計期間より上

海復盛埃爾曼機電有限公司に対し、持分法を適用したことにより関係会社出資金が増加したこ

とによるものであります。

　

③　流動負債

当第１四半期連結会計期間末における流動負債残高は、前連結会計年度末に比べ514百万円増

加し、8,639百万円となりました。これは主に、生産の増加により支払手形及び買掛金が増加した

ことによるものであります。

　

④　固定負債

当第１四半期連結会計期間末における固定負債残高は、前連結会計年度末に比べ180百万円減

少し、4,480百万円となりました。これは主に、短期借入金への振替により長期借入金が減少した

こと、退職給付引当金が減少したこと及び役員の退任により役員退職慰労引当金が減少したこ

とによるものであります。

　

⑤　純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末に比べ284百万円増加

し、13,215百万円となりました。これは主に、利益剰余金が増加したこと、時価の上昇によりその

他有価証券評価差額金が増加したこと及び為替の円安により為替換算調整勘定が増加したこと

によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重

要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は40百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更は

ありません。　
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,165,41830,165,418
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数　1,000株

計 30,165,41830,165,418 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(千円)

資本金残高
　

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年４月１日～
平成25年６月30日

― 30,165,418 ― 3,416,544 ― 3,394,894

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認で

きないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年３月31日)に基づく株主名

簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,171,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

28,643,000
28,643 ―

単元未満株式
普通株式

351,418
― ―

発行済株式総数 30,165,418 ― ―

総株主の議決権 ― 28,643 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が243株含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

(自己保有株式)
北越工業株式会社

新潟県燕市下粟生津3074 1,171,000 ― 1,171,000 3.88

計 ― 1,171,000 ― 1,171,000 3.88

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４

月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを

受けております。
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１ 【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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,760,758 5,438,671

受取手形及び売掛金 ※2
 9,110,594

※2
 8,118,032

商品及び製品 2,401,946 2,765,257

仕掛品 157,267 188,297

原材料及び貯蔵品 464,094 455,666

繰延税金資産 243,263 378,846

その他 299,143 198,974

貸倒引当金 △1,434 △1,407

流動資産合計 17,435,634 17,542,339

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,526,709 4,527,701

減価償却累計額 △3,528,352 △3,546,548

建物及び構築物（純額） 998,356 981,153

機械装置及び運搬具 6,205,176 6,097,302

減価償却累計額 △5,218,882 △5,135,704

機械装置及び運搬具（純額） 986,293 961,598

土地 1,746,240 1,746,240

建設仮勘定 876,212 1,246,222

その他 1,190,487 1,198,513

減価償却累計額 △1,103,885 △1,113,958

その他（純額） 86,602 84,555

有形固定資産合計 4,693,705 5,019,769

無形固定資産 211,074 193,618

投資その他の資産

投資有価証券 2,729,001 2,771,504

関係会社出資金 141,702 313,232

繰延税金資産 316,181 289,730

その他 222,531 237,713

貸倒引当金 △32,424 △32,258

投資その他の資産合計 3,376,992 3,579,923

固定資産合計 8,281,771 8,793,311

資産合計 25,717,406 26,335,651
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 5,567,120

※2
 6,018,013

短期借入金 606,600 606,600

未払法人税等 291,430 369,905

賞与引当金 427,880 687,588

役員賞与引当金 39,040 48,300

その他 ※2
 1,193,557

※2
 909,357

流動負債合計 8,125,628 8,639,765

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 1,816,800 1,665,150

退職給付引当金 2,007,225 1,994,327

役員退職慰労引当金 157,904 143,857

ＰＣＢ対策引当金 121,408 121,408

負ののれん 2,094 1,396

その他 55,961 54,743

固定負債合計 4,661,393 4,480,883

負債合計 12,787,022 13,120,648

純資産の部

株主資本

資本金 3,416,544 3,416,544

資本剰余金 3,394,894 3,394,894

利益剰余金 5,547,035 5,763,436

自己株式 △213,339 △213,838

株主資本合計 12,145,134 12,361,036

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 806,745 831,482

為替換算調整勘定 △110,094 △66,495

その他の包括利益累計額合計 696,651 764,987

少数株主持分 88,598 88,979

純資産合計 12,930,384 13,215,002

負債純資産合計 25,717,406 26,335,651
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 6,390,186 6,730,112

売上原価 4,940,650 5,084,572

売上総利益 1,449,535 1,645,539

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 126,908 147,519

役員報酬及び給料手当 366,088 376,809

賞与引当金繰入額 107,732 124,523

役員賞与引当金繰入額 － 9,260

退職給付引当金繰入額 35,462 35,949

役員退職慰労引当金繰入額 12,130 13,177

その他 464,436 484,268

販売費及び一般管理費合計 1,112,759 1,191,507

営業利益 336,776 454,031

営業外収益

受取利息 411 240

受取配当金 14,056 8,571

持分法による投資利益 － 27,456

為替差益 － 88,001

その他 13,442 58,346

営業外収益合計 27,909 182,615

営業外費用

支払利息 7,925 7,515

為替差損 122,558 －

その他 20,740 2,740

営業外費用合計 151,224 10,255

経常利益 213,461 626,391

特別利益

固定資産処分益 － 496

特別利益合計 － 496

特別損失

固定資産処分損 159 1,175

投資有価証券評価損 6,676 －

特別損失合計 6,836 1,175

税金等調整前四半期純利益 206,625 625,712

法人税、住民税及び事業税 154,145 358,864

法人税等調整額 △58,482 △112,660

法人税等合計 95,663 246,204

少数株主損益調整前四半期純利益 110,962 379,507

少数株主利益又は少数株主損失（△） △572 380

四半期純利益 111,535 379,126
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 110,962 379,507

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △71,346 24,736

為替換算調整勘定 27,372 20,112

持分法適用会社に対する持分相当額 － 25,065

その他の包括利益合計 △43,973 69,914

四半期包括利益 66,988 449,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,561 449,041

少数株主に係る四半期包括利益 △572 380
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、上海復盛埃爾曼機電有限公司は重要性が増したため、持分法適

用の範囲に含めております。

　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 12,271千円 5,745千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 717,999千円 715,752千円

支払手形 28,433千円 23,217千円

設備支払手形 1,118千円 5,686千円

(設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しております。)

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の

とおりであります。 

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 116,943千円 103,020千円

(注)　負ののれんの償却額については、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 235,100 8 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 289,941 10平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金

　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24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

　 建設機械事業(千円) 産業機械事業(千円) 合計(千円)

売上高 　 　 　

外部顧客への売上高 5,007,171 1,383,014 6,390,186

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 5,007,171 1,383,014 6,390,186

セグメント利益 470,580 119,542 590,123

　

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)

利益 金額(千円)

報告セグメント計 590,123

全社費用(注) △253,347

四半期連結損益計算書の営業利益 336,776

(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及び研究開発費であります。

　　

３　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

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25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

　 建設機械事業(千円) 産業機械事業(千円) 合計(千円)

売上高 　 　 　

外部顧客への売上高 5,419,963 1,310,148 6,730,112

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 5,419,963 1,310,148 6,730,112

セグメント利益 599,713 148,743 748,456

　

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)

利益 金額(千円)

報告セグメント計 748,456

全社費用(注) △294,424

四半期連結損益計算書の営業利益 454,031

(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及び研究開発費であります。

　　

３　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

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3円80銭 13円08銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 111,535 379,126

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 111,535 379,126

普通株式の期中平均株式数(株) 29,386,585 28,993,129

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成25年８月９日

北越工業株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野　　本　　直　　樹　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塚　　田　　一　　誠　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
北越工業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計
期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日か
ら平成25年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越工業株式会社及び連結子会社の
平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。  
　
利害関係 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以　上
　 

　
（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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