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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府が打ち出した経済政策や日本銀行

の金融緩和策の継続、円安、株価の上昇など明るい兆しが鮮明となりました。また、政府の

財政出動による公共事業の増加や東日本大震災以降の復興需要により建設機械の需要も伸長

いたしました。一方、海外におきましては、欧州の景気低迷や資源国の燃料炭国際価格の低

迷と通貨安などにより建設機械の需要は低調に推移いたしましたが、中国では日本メーカー

の建設機械の販売が上向きつつあります。その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び

持分法適用会社）の業績は、下記のとおりとなりました。 

当第２四半期連結累計期間は、売上高は 41 億 27 百万円（前年同期比 0.7％減、30 百万円

減）、営業利益３億 93 百万円（前年同期比 16.8％減、79 百万円減）、経常利益４億 42 百万円

（前年同期比 10.7％減、52 百万円減）、四半期純利益２億 71 百万円（前年同期比 8.8％減、

26 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、当社グループは単一セグメン

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、国内向け売上 29 億 96 百万円（前年同期比 8.5％減、２億 79 百

万円減）、海外向け売上５億 21 百万円（前年同期比 100.8％増、２億 61 百万円増）となりま

した。 

なお、海外向け売上に関しましては、海外子会社及び商社を通じて販売しております。 

当社グループの主力である建設機械部門の受注は、日本において回復基調となりました。

また、中国、北米、東南アジアは前年同期で増加しております。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、３億 98 百万円（前年同期比 7.6％減、32 百万円減）となりま

した。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、59 百万円（前年同期比 8.0％減、５百万円減）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） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ３億１百万円増加し、

114 億 51 百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が２億 55 百万円、有形固

定資産のその他が１億 61 百万円、無形固定資産が１億 39 百万円それぞれ増加したものの、

現金及び預金が 49 百万円、投資有価証券が２億 43 百万円それぞれ減少したこと等によるも

のであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ１億 68 百万円増加し、17

億 43 百万円となりました。これは主に、買掛金が１億 23 百万円、未払法人税等が１億 81 百

万円それぞれ増加したものの、長期借入金が 67 百万円、固定負債のその他が 68 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２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ１億 33 百万円増加し、

97 億７百万円となりました。これは主に、利益剰余金が１億 69 百万円、為替換算調整勘定

が 80 百万円それぞれ増加したものの、その他有価証券評価差額金が１億 16 百万円減少した

ことによるものであります。 

 



 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、17

億 67 百万円となり、前連結会計年度末と比して 49 百万円減少しました。 

（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４億 42 百万円、減価償却費１億 85 百万円、仕入債務の増加１

億 23 百万円などを計上しましたが、一方で、売上債権の増加２億 46 百万円、たな卸資産の

増加 50 百万円、法人税等の支払額 23 百万円等を計上したことにより、営業活動によって得

られた資金は４億 61 百万円となりました（前年同期比２億 18 百万円の収入減）。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得に２億 43 百万円、無形固定資産の取得に１億 38 百万円、投資有価証

券の取得に 36 百万円支出しましたが、有価証券の償還による収入 50 百万円等があったこと

から、投資活動に３億 52 百万円の資金を要しました（前年同期比１億７百万円の支出増）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済に 67 百万円、配当金の支払に１億１百万円の資金を充当したことから、

財務活動に１億 71 百万円の資金を要しました（前年同期比５百万円の支出減）。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、当第２四半期までの業績動向を踏まえ、平成 25 年６月７日

の「平成 25 年４月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連

結業績予想並びに個別業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日（平成 25 年 12 月６日）公表いたしました「平成 26 年 4 月期第

２四半期累計期間業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

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 

   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。 

 













 

（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。 

 

（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２四半期連結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。 

事業部門の名称 
当第２四半期連結累計期間  
（自平成 25 年 ５月 １日 前年同四半期比（％） 
至平成 25 年 10 月 31 日）  

 建設機械（千円）  3,518,128 99.5 

 自動車関連（千円）  398,303 92.4 

 産業機械（千円）  59,433 92.0 

 その他（千円）  152,099 120.9 

 合計（千円）  4,127,965 99.3 

（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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結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。 

相手先 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自平成 24 年 ５月 １日 （自平成 25 年 ５月 １日 

至平成 24 年 10 月 31 日） 至平成 25 年 10 月 31 日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱小松製作所 790,538 19.0 837,411 20.3

コマツ物流㈱ 600,232 14.4 514,463 12.5

 
以上 
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