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1.  平成24年4月期第1四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年4月期第1四半期 2,629 0.8 393 △21.1 380 △24.9 223 △35.1
23年4月期第1四半期 2,607 154.5 498 ― 506 ― 344 ―

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

24年4月期第1四半期 32.92 ―
23年4月期第1四半期 50.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第1四半期 10,843 8,140 75.1
23年4月期 11,706 8,097 69.2
（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  8,140百万円 23年4月期  8,097百万円

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  ：  無  
 

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

23年4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年4月期 ―
24年4月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,200 △0.7 700 △23.0 700 △22.0 400 △30.1 58.89
通期 11,000 0.0 1,600 △7.4 1,600 △7.8 1,000 △6.4 147.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年4月期1Q 6,800,000 株 23年4月期 6,800,000 株
② 期末自己株式数 24年4月期1Q 7,196 株 23年4月期 7,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 6,792,804 株 23年4月期1Q 6,793,268 株

※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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」「（３）業績予想に関する定性的情報」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）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、３月に発生した東日本大震災による甚大な

被害に加え、福島原発事故による電力供給不安や放射性物質汚染、それによる風評被害等懸

念すべき問題が多く、その先行きは不透明な状況が続いております。また、海外におきまし

ては、新興国の牽引は続いているものの、欧州の財政問題や米国の景気低迷などで先進国に

おいても厳しい状況が続いております。その結果、当社の業績は、下記のとおり、対前年同

期比増収減益となりました。 

当第１四半期の売上高は 26 億 29 百万円（前年同期比 0.8％増、21 百万円増）、経常利益３

億 80 百万円（前年同期比 24.9％減、１億 26 百万円減）、四半期純利益２億 23 百万円（前年

同期比 35.1％減、１億 21 百万円減）となりました。 

主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社は単一セグメントである

ため、セグメントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上 19 億 52 百万円（前年同期比 12.4％増、２億 15 百万

円増）、海外売上２億 87 百万円（前年同期比 38.6%減、１億 80 百万円減）となりました。 

当社の主力である建設機械向け製品の受注は、日本・米国では回復しておりますが、欧州

は低調に推移しました。また、中国では政府の金融引き締め政策の影響により受注が減少し

ました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、２億 53 百万円（前年同期比 7.9％減、21 百万円減）となりま

した。自動車業界は大震災の影響がありましたが、現在回復基調にあります。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、52 百万円（前年同期比 13.6％減、８百万円減）となりました。 

当部門もアジアを中心とした外需が牽引し、回復基調にあります。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

   資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期会計期間末の総資産は前事業年度末と比べ８億 62 百万円減少し、108 億 43

百万円となりました。これは主に、現金及び預金が６億 67 百万円、受取手形及び売掛金が２

億 20 百万円、有形固定資産が１億 13 百万円、投資有価証券が１億 27 百万円それぞれ減少し

たものの、関係会社出資金が３億 22 百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末の負債は前事業年度末と比べ９億６百万円減少し、27 億３百万円

となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が 49 百万円、未払法人税等が６億

59 百万円、賞与引当金が 80 百万円、繰延税金負債が 58 百万円それぞれ減少したことによる

ものであります。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末の純資産は前事業年度と比べ 43 百万円増加し、81 億 40 百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金が１億 21 百万円増加し、その他有価証券評価差額金が

78 百万円減少したことによるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年６月 10 日付の「平成 23 年４月期 決算短信[日本基準](非連結)」にて公表いた

しました平成 24 年４月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想には変更はございませ

ん。 



 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）四半期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。 
 

（２）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。 

 

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12

月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 

 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,936,460 2,268,853

受取手形及び売掛金 3,584,615 3,364,389

商品及び製品 201,211 185,794

仕掛品 132,326 174,125

原材料及び貯蔵品 115,609 120,074

その他 303,721 214,090

貸倒引当金 △720 △675

流動資産合計 7,273,223 6,326,652

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 837,636 824,549

機械及び装置（純額） 1,347,885 1,255,008

その他（純額） 796,205 788,921

有形固定資産合計 2,981,727 2,868,479

無形固定資産 16,134 15,011

投資その他の資産   

投資有価証券 1,151,749 1,024,310

その他 311,322 636,819

貸倒引当金 △27,588 △27,588

投資その他の資産合計 1,435,482 1,633,541

固定資産合計 4,433,344 4,517,031

資産合計 11,706,567 10,843,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,463,943 1,491,448

未払法人税等 732,341 72,861

賞与引当金 165,036 84,999

その他 635,521 495,235

流動負債合計 2,996,843 2,144,543

固定負債   

退職給付引当金 164,947 166,888

役員退職慰労引当金 196,101 200,016

その他 251,440 191,848

固定負債合計 612,489 558,753

負債合計 3,609,332 2,703,297



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 6,623,525 6,745,280

自己株式 △5,958 △5,958

株主資本合計 7,673,809 7,795,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 423,425 344,822

評価・換算差額等合計 423,425 344,822

純資産合計 8,097,234 8,140,386

負債純資産合計 11,706,567 10,843,683



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 2,607,735 2,629,140

売上原価 1,880,227 1,988,924

売上総利益 727,508 640,216

販売費及び一般管理費 228,734 246,796

営業利益 498,773 393,420

営業外収益   

受取利息 1,099 1,084

受取配当金 4,132 8,207

助成金収入 2,487 －

その他 871 939

営業外収益合計 8,590 10,231

営業外費用   

支払利息 923 343

為替差損 － 23,123

営業外費用合計 923 23,466

経常利益 506,440 380,185

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 46,288 －

特別利益合計 46,288 －

特別損失   

固定資産除却損 1,049 1,182

特別損失合計 1,049 1,182

税引前四半期純利益 551,678 379,003

法人税、住民税及び事業税 185,461 74,078

法人税等調整額 21,445 81,278

法人税等合計 206,906 155,356

四半期純利益 344,772 223,646



 

（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）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。 

 

４．補足情報 

 

販売実績 

当第１四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第１四半期累計期間  
（自平成 23 年５月 １日 前年同四半期比（％） 事業部門の名称 

至平成 23 年７月 31 日）  
 建設機械（千円）  2,239,507 101.6 

 自動車関連（千円）  253,068 92.1 

 産業機械（千円）  52,728 86.4 

 その他（千円）  83,836 124.7 

 合計（千円）  2,629,140 100.8 

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間における主な相手先別の販売実績

及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 

（自平成 22 年５月１日 （自平成 23 年５月１日 

至平成22年７月31日） 至平成23年７月31日）
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
㈱小松製作所 471,012 18.1 570,631 21.7

コマツ物流㈱ 340,932 13.1 352,605 13.4

ファスナーテック貿易㈱ 405,857 15.6 － －

コベルコ建機㈱ 262,064 10.0 － －

（注）当第１四半期累計期間のファスナーテック貿易㈱及びコベルコ建機㈱への販売

実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が 100

分の 10 未満となっているため記載を省略しております。 

４．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及

び割合は、次のとおりであります。 
なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 
（自平成 22 年５月１日 （自平成 23 年５月１日 

至平成22年７月31日） 至平成23年７月31日）
輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 
北米 100,567 21.5 111,180 38.7

アジア 358,999 76.7 169,705 59.0

欧州 8,551 1.8 6,524 2.3

合計 468,118

（18.0％）
100.0

287,409 

（10.9％） 
100.0

   以上 
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