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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２四半期連結
累計期間

第83期
第２四半期連結

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９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９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) 13,217,018 14,104,952 26,931,434

経常利益 (千円) 584,685 1,202,705 1,946,418

四半期(当期)純利益 (千円) 397,831 795,841 1,216,528

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 300,939 1,239,243 1,717,410

純資産額 (千円) 11,608,470 14,004,461 12,930,384

総資産額 (千円) 26,014,668 27,338,957 25,717,406

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 13.54 27.45 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 (％) 44.3 50.9 49.9

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,274,675 2,498,410 2,495,478

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △619,810 △1,249,548 △1,008,499

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △63,191 △595,381 △915,529

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,732,892 5,460,411 4,760,758

　

回次
第82期

第２四半期連結
会計期間

第83期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 9.74 14.37

(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２四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２四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２四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経済対策等により

景気回復の兆しが見られました。海外においては、米国経済の景気は緩やかな回復傾向に推移し

ましたが、欧州は金融債務問題の長期化等で依然として低調に推移し、アジア地域では中国経済

の成長率が鈍化傾向で先が読めない状況にありました。

当社グループの関連する市場におきましては、国内では政府の投資促進策等によって設備投資

の需要が緩やかな増加傾向にありますが、本格的な受注の増加には至っておりません。一方、海

外においては東南アジア等の新興国需要と為替の円安効果で堅調に推移いたしました。

このような経営環境のもと、連結売上高については、国内が7,881百万円（前年同期比12.8％

減）、海外が6,223百万円（前年同期比48.9％増）、全体で14,104百万円（前年同期比6.7％増）

となりました。

損益につきましては、コスト削減や為替の円安効果により、営業利益は929百万円（前年同期

比21.4％増）、為替差益の効果及び中国の関連会社「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、経常利益は1,202百万円（前年同期比105.7％増）、四半期純利益は

795百万円（前年同期比100.0％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、国内は災害復興向け及び建築向けの需要はあるものの、「特定特殊自動車

排出ガスの規制等に関する法律」の規制が強化されるにあたり、当該規制に関連するレンタル会

社の購入予算が規制対象商品（油圧バックホー等）に偏る傾向がみられ、当社の製品の購入にま

わらず前年同期を下回りました。一方、海外は東南アジアや中国において新規取引先の開拓や現

地ニーズに対応した新機種を投入し、発電機やエンジンコンプレッサの出荷が大幅に増加し前年

同期を大きく上回りました。米国におきましてはエネルギー資源開発等の需要が依然堅調であり

出荷が前年同期を上回りました。

その結果、売上高は11,139百万円（前年同期比8.4％増）、セグメント利益は1,127百万円（前

年同期比12.6％増）となりました。

　

②　産業機械事業

産業機械事業では、非常用発電機は需要が落ち着いたことにより前年同期を大きく下回りまし

たが、工場設備用モータコンプレッサの屋外設置仕様の出荷が前年同期を上回り、更には保守部

品の供給及びサービス体制の強化により機械のメンテナンスニーズを取り込んで前年同期並みの

売上と前年同期を上回る利益を確保しました。

その結果、売上高は2,965百万円（前年同期比0.9％増）、セグメント利益は355百万円（前年

同期比45.7％増)となりました。
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(2) 財政状態の分析

①　流動資産

当第２四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384百万円

増加し、17,820百万円となりました。これは主に、「第４　経理の状況、１　四半期連結財務

諸表、(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書」に記載のとお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

当第２四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1,237百万

円増加し、9,518百万円となりました。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２四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868百万円

増加し、8,993百万円となりました。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２四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320百万円

減少し、4,340百万円となりました。これは主に、短期借入金への振替により長期借入金が減

少したことによるものであります。

　

⑤　純資産

当第２四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1,074百万円

増加し、14,004百万円となりました。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変動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。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ699百

万円増加し、5,460百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。

　

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,498百万円の収入超過（前年同期は1,274百万円の

収入超過）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等によ

るものであります。

　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,249百万円の支出超過（前年同期は619百万円の支

出超過）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものでありま

す。

　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、595百万円の支出超過（前年同期は63百万円の支出

超過）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払額等による

ものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は84百万円であります。

なお、当第２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)

(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月13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 30,165,418 30,165,418
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数　1,000株

計 30,165,418 30,165,418 ― ―

　　

(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７月１日～
平成25年９月30日

― 30,165,418 ― 3,416,544 ― 3,394,894
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(6) 【大株主の状況】

　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

バイオグリーン有限会社 東京都杉並区下井草一丁目25－20 2,544 8.43

千代田産業株式会社 東京都中野区中野三丁目34-32 1,748 5.79

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３－３ 1,432 4.75

株式会社第四銀行 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071－１ 1,432 4.75

佐藤陽子 東京都杉並区 1,419 4.71

北越工業持株会 新潟県燕市下粟生津3074 1,419 4.70

佐藤美武 東京都杉並区 900 2.98

北越工業従業員持株会 新潟県燕市下粟生津3074 647 2.15

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 582 1.93

石田君江 新潟県長岡市 550 1.83

計 ― 12,676 42.02

(注)　上記のほか、自己株式が1,174千株あります。
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成25年９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

1,174,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

28,645,000
28,645 ―

単元未満株式
普通株式

346,418
― ―

発行済株式総数 30,165,418 ― ―

総株主の議決権 ― 28,645 ―

(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638株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成25年９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 1,174,000 ― 1,174,000 3.89

計 ― 1,174,000 ― 1,174,000 3.89

　

　

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２四半期連結会計期間(平成25年

７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年

９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 4,760,758 5,490,411

受取手形及び売掛金
※2 9,110,594 8,159,150

商品及び製品 2,401,946 2,751,146

仕掛品 157,267 287,936

原材料及び貯蔵品 464,094 424,877

繰延税金資産 243,263 359,330

その他 299,143 355,038

貸倒引当金 △1,434 △7,839

流動資産合計 17,435,634 17,820,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,526,709 5,076,650

減価償却累計額 △3,528,352 △3,570,564

建物及び構築物（純額） 998,356 1,506,086

機械装置及び運搬具 6,205,176 6,638,267

減価償却累計額 △5,218,882 △4,654,975

機械装置及び運搬具（純額） 986,293 1,983,291

土地 1,746,240 1,746,240

建設仮勘定 876,212 28,481

その他 1,190,487 1,210,827

減価償却累計額 △1,103,885 △1,124,740

その他（純額） 86,602 86,086

有形固定資産合計 4,693,705 5,350,187

無形固定資産 211,074 179,098

投資その他の資産

投資有価証券 2,729,001 3,246,356

関係会社出資金 141,702 408,670

繰延税金資産 316,181 132,858

その他 222,531 230,575

貸倒引当金 △32,424 △28,841

投資その他の資産合計 3,376,992 3,989,619

固定資産合計 8,281,771 9,518,904

資産合計 25,717,406 27,338,957

EDINET提出書類

北越工業株式会社(E01663)

四半期報告書

10/21



（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
※2 5,567,120 6,409,610

短期借入金 606,600 606,600

未払法人税等 291,430 527,160

賞与引当金 427,880 590,629

役員賞与引当金 39,040 37,040

その他
※2 1,193,557 822,790

流動負債合計 8,125,628 8,993,831

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 1,816,800 1,513,500

退職給付引当金 2,007,225 2,030,048

役員退職慰労引当金 157,904 150,961

ＰＣＢ対策引当金 121,408 123,000

負ののれん 2,094 698

その他 55,961 22,456

固定負債合計 4,661,393 4,340,665

負債合計 12,787,022 13,334,496

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 6,180,151

自己株式 △213,339 △214,201

株主資本合計 12,145,134 12,777,388

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 1,159,209

為替換算調整勘定 △110,094 △22,588

その他の包括利益累計額合計 696,651 1,136,620

少数株主持分 88,598 90,452

純資産合計 12,930,384 14,004,461

負債純資産合計 25,717,406 27,338,957
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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 13,217,018 14,104,952

売上原価 10,195,207 10,723,876

売上総利益 3,021,810 3,381,076

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 259,302 294,228

貸倒引当金繰入額 172 5,841

役員報酬及び給料手当 733,289 773,003

賞与引当金繰入額 208,757 270,902

役員賞与引当金繰入額 16,000 18,520

退職給付引当金繰入額 70,881 73,507

役員退職慰労引当金繰入額 18,431 20,281

その他 949,535 995,319

販売費及び一般管理費合計 2,256,370 2,451,604

営業利益 765,439 929,471

営業外収益

受取利息 3,886 3,828

受取配当金 24,216 21,795

持分法による投資利益 － 104,275

為替差益 － 100,945

その他 19,890 67,532

営業外収益合計 47,993 298,377

営業外費用

支払利息 18,546 16,332

シンジケートローン手数料 6,388 5,251

為替差損 152,719 －

ＰＣＢ対策引当金繰入額 17,000 1,592

その他 34,093 1,967

営業外費用合計 228,748 25,143

経常利益 584,685 1,202,705

特別利益

固定資産処分益 － 1,157

投資有価証券売却益 204 －

特別利益合計 204 1,157

特別損失

固定資産処分損 1,400 13,060

投資有価証券評価損 11,523 －

特別損失合計 12,923 13,060

税金等調整前四半期純利益 571,967 1,190,803

法人税、住民税及び事業税 226,000 509,882

法人税等調整額 △52,317 △116,775

法人税等合計 173,683 393,107

少数株主損益調整前四半期純利益 398,283 797,695

少数株主利益 452 1,853

四半期純利益 397,831 795,841
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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 398,283 797,695

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △91,412 352,463

為替換算調整勘定 △5,932 46,172

持分法適用会社に対する持分相当額 － 42,912

その他の包括利益合計 △97,344 441,548

四半期包括利益 300,939 1,239,243

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 300,486 1,237,389

少数株主に係る四半期包括利益 452 1,853
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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　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)

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 571,967 1,190,803

減価償却費 241,285 243,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,313 22,823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △598 2,822

ＰＣＢ対策引当金の増減額（△は減少） 17,000 1,592

受取利息及び受取配当金 △28,103 △25,623

支払利息 18,546 16,332

持分法による投資損益（△は益） － △104,275

投資有価証券売却損益（△は益） △204 －

投資有価証券評価損益（△は益） 11,523 －

有形固定資産処分損益（△は益） 1,400 11,902

売上債権の増減額（△は増加） 1,211,941 951,443

たな卸資産の増減額（△は増加） △540,027 △444,436

仕入債務の増減額（△は減少） 488,728 846,675

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,657 △17,863

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,473 4,882

その他 77,916 66,456

小計 2,141,557 2,766,745

利息及び配当金の受取額 28,506 26,115

利息の支払額 △18,070 △16,740

法人税等の支払額 △877,318 △277,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,274,675 2,498,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △163,051 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △456,282 △1,236,618

有形固定資産の売却による収入 － 1,350

無形固定資産の取得による支出 △28,882 △16,891

投資有価証券の取得による支出 － △198

投資有価証券の売却による収入 205 －

投資有価証券の償還による収入 27,299 32,359

貸付金の回収による収入 900 450

投資活動によるキャッシュ・フロー △619,810 △1,249,548

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） 260,000 －

長期借入金の返済による支出 △83,300 △303,300

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 △500,000 －

リース債務の返済による支出 △5,182 △2,690

自己株式の取得による支出 △527 △861

配当金の支払額 △233,042 △288,529

少数株主への配当金の支払額 △1,140 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,191 △595,381

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,932 46,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 585,740 699,652

現金及び現金同等物の期首残高 4,147,151 4,760,758
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現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,732,892 ※1 5,460,411
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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

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２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 12,271千円 4,329千円

 

※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、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済

が行われたものとして処理しております。　

　
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)

受取手形 717,999千円 ―千円

支払手形 28,433千円 ―千円

設備支払手形 1,118千円 ―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)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
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）

現金及び預金勘定 4,888,092千円 5,490,411千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △155,200千円 △30,000千円

現金及び現金同等物 4,732,892千円 5,460,411千円

 

　

(株主資本等関係)

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)

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)

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
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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)

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 10,277,929 2,939,088 13,217,018

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 10,277,929 2,939,088 13,217,018

セグメント利益 1,001,705 243,589 1,245,294

　

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 1,245,294

全社費用(注) △479,854

四半期連結損益計算書の営業利益 765,439

(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)

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 11,139,046 2,965,906 14,104,952

セグメント間の内部売上高
又は振替高

―　 ―　 ―　

計 11,139,046 2,965,906 14,104,952

セグメント利益 1,127,778 355,001 1,482,780

　

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 1,482,780

全社費用(注) △553,309

四半期連結損益計算書の営業利益 929,471

(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）

１株当たり四半期純利益金額 13円54銭 27円45銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 397,831 795,841

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 397,831 795,841

普通株式の期中平均株式数(株) 29,386,191 28,992,122

(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11月12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２四半期連結会
計期間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日
から平成25年９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、四半期連結キャッシュ・フロー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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及
びキャッシュ・フローの状況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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