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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 26,931 0.1 1,462 △21.4 1,946 3.0 1,216 31.9
24年3月期 26,904 22.7 1,860 274.6 1,889 257.4 922 180.7

（注）包括利益 25年3月期 1,717百万円 （49.6％） 24年3月期 1,148百万円 （237.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 41.44 ― 10.0 7.6 5.4
24年3月期 31.39 ― 8.4 8.4 6.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 25,717 12,930 49.9 442.91
24年3月期 25,674 11,544 44.6 389.83

（参考） 自己資本   25年3月期  12,841百万円 24年3月期  11,456百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 2,495 △1,008 △915 4,760
24年3月期 △862 △790 2,798 4,147

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 235 25.5 2.2
25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 289 24.1 2.4
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 26.6

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 14,000 5.9 870 13.7 880 50.5 520 30.7 17.93
通期 28,100 4.3 1,820 24.5 1,830 △6.0 1,090 △10.4 37.59
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※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該
当するものであります。詳細は、添付資料16ページ「４ 連結財務諸表 (5) 連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 30,165,418 株 24年3月期 30,165,418 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,171,243 株 24年3月期 777,848 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 29,355,363 株 24年3月期 29,390,419 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 25,974 △1.4 1,181 △27.7 1,701 1.8 1,065 31.4
24年3月期 26,337 26.7 1,633 459.1 1,671 443.6 811 300.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 36.29 ―
24年3月期 27.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 24,170 11,686 48.4 403.07
24年3月期 24,264 10,495 43.3 357.12

（参考） 自己資本 25年3月期  11,686百万円 24年3月期  10,495百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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２ページ「１ 経営成績・財政状態に関する分析 (1) 経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の財政問題や欧州の債務危機問題などによる影響を

受けたものの、政権交代後の政府の金融・経済対策等により円安・株高による輸出企業の活性化や

個人消費に持ち直しの動きが見られ、景気好転の兆しが見えてまいりました。 

このような情勢のなかで、当社グループは開発、製造、販売及び部品サービスの総合力を駆使し

発電機やエンジンコンプレッサをお客様のニーズに合わせて提案営業を行ってまいりました。ま

た、海外におきましては新興国を中心とした新規取引先の開拓、保守部品の供給及びサービス体制

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、お客様への付加価値提案等を行うとともに、生産性の向上とコスト削減

に向けた改善活動、保守部品の安定的収益確保と即納率向上を図るための部品販売・サービス体制

の充実及び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、当連結会計年度の売上高は、国内が17,658百万円（前年同期比10.9％減）、海外が

9,273百万円（前年同期比30.8％増）、全体で26,931百万円（前年同期比0.1％増）となりました。

損益につきましては、円高下での海外売上の増加により営業利益は1,462百万円（前年同期比

21.4％減）となりました。経常利益は、年度後半の為替の円安等による為替差益の効果もあり

1,946百万円（前年同期比3.0％増）となり、当期純利益は税負担の低減等により1,216百万円（前

年同期比31.9％増）と、前期を大幅に上回りました。 

  

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、海外は北米のエネルギー資源開発関係の需要増加や東南アジアで需要の復調

が見られ、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。国内は災害復

旧向けの発電機等の需要が減少したことにより前年同期を下回りました。その結果、売上高は

20,917百万円（前年同期比1.0％増）、セグメント利益は1,980百万円（前年同期比14.4％減）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需要は前年度並で推移致しましたが、非常

用発電機の需要が落ち着いたことにより、売上高は6,014百万円（前年同期比3.0％減）、セグメン

ト利益は497百万円（前年同期比19.6％減）となりました。 

  

１ 経営成績・財政状態に関する分析
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次期の見通し 

今後の日本経済につきましては、欧州経済の低迷、円安による原材料価格の値上げ等の懸念要因

はありますが、米国景気の回復や経済・金融対策による景気浮揚効果を背景に回復に向かうことが

期待されます。 

このような情勢のなか、当社グループは、グループ各社の連携を強め、お客様のニーズの変化を

いち早く捉え商品開発を行い、積極的に提案営業を展開してまいります。海外におきましては、引

き続き新たな販路を開拓し、地域に適合した製品の供給とサービス・補修部品体制の強化を図って

まいります。 

収益につきましては、人材育成・改善活動等を継続的に行うことにより、生産・販売活動の効率

アップ、コストダウンを着実に進め収益力向上に努めてまいります。 

通期の連結業績は、売上高28,100百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益1,820百万円（前年同

期比24.5％増）、経常利益1,830百万円（前年同期比6.0％減）、当期純利益1,090百万円（前年同

期比10.4％減）を予想しております。 

なお、本業績予想の為替レートは、１米ドル＝95円、１ユーロ＝125円を前提としております。

  

(2）財政状態に関する分析 

(資産、負債及び純資産の状況) 

① 流動資産 

当連結会計年度における流動資産残高は、前連結会計年度に比べ1,135百万円減少し、

17,435百万円となりました。これは主に、「４ 連結財務諸表、(4) 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及び受取手形及び売掛金が減少したこと

によるものであります。 

② 固定資産 

当連結会計年度における固定資産残高は、前連結会計年度に比べ1,178百万円増加し、8,281

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繰延税金資産が減少したことによるもので

あります。 

③ 流動負債 

当連結会計年度における流動負債残高は、前連結会計年度に比べ3,381百万円減少し、8,125

百万円となりました。これは主に、借入金の返済により短期借入金が減少したこと、償還によ

り１年内償還予定の社債が減少したこと及び課税所得の減少により未払法人税等が減少したこ

とによるものであります。 

④ 固定負債 

当連結会計年度における固定負債残高は、前連結会計年度に比べ2,038百万円増加し、4,661

百万円となりました。これは主に、私募債の発行により社債が増加したこと及び長期設備資金

調達により長期借入金が増加したことによるものであります。 

⑤ 純資産 

当連結会計年度における純資産残高は、前連結会計年度に比べ1,386百万円増加し、12,930

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及び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によるものであります。 
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(キャッシュ・フローの状況) 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ613百万円増加し、

4,760百万円となりました。 

当連結会計年度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、前連結会計年度に比べ3,357百万円増加し、2,495百

万円の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、売上債権の減少及び法

人税等の支払額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、前連結会計年度に比べ217百万円減少し、1,008百万

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及び投資有価証券の

償還による収入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、前連結会計年度に比べ3,714百万円減少し、915百万

円の支出超過となりました。これは主に、短期借入金の純減額、長期借入れによる収入及び長

期借入金の返済による支出等によるものであります。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(注)  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ※   各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※   株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数 (自己株式控除後) により算出しております。 

 ※   キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。 

 ※   キャッシュ・フローがマイナスの期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは「―」で表示しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置付けております。基本的

には、企業体質の強化や将来の収益力向上に向けた投資に内部留保を効率的に活用しながら、収益

状況に対応した配当を継続的に行う方針であります。 

当期の配当金につきましては、１株当たり10円の配当を実施する予定であります。 

次期の配当金につきましては、１株当たり10円の配当を予定しております。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 50.2％ 51.2％ 54.3％ 44.6％ 49.9％ 

時価ベースの自己資本比率 19.0％ 21.9％ 41.3％ 31.4％ 26.2％ 

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 

24.4年 1.5年 0.4年 ― 1.2年 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

3.5倍 42.0倍 71.8倍 ― 67.3倍 
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(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下のよう

なものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

であり、今後変動する可能性があります。 

① 市場環境の変動 

当社グループは、建設関連機械及び工場設備関連機械の生産・販売を主な事業としており、

建設投資や民間設備投資等の変動により、当社グループの製品需要に影響を受けます。需要の

変動には社内外の情報を基に逐次対応を図っておりますが、予想を超えた経済情勢の急激な変

動による建設投資や民間設備投資の変化、それに伴う需要動向に対応が間に合わず、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

② 為替相場の変動 

当社グループの海外売上高比率は、34.4％となっております。北米・欧州の取引においては

米ドル・ユーロ建取引となり、為替相場の変動の影響を直接的に受け易くなっております。そ

の他の国におきましても、円と現地通貨との為替相場の変動により間接的に価格競争で影響を

受けております。為替相場の変動の影響を回避するために必要に応じて為替予約取引を利用し

ておりますが、予想を超えた為替相場の変動は当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。 

③ 原材料価格の変動 

当社グループ製品は、鉄、銅、原油等を素材とする原材料を多く使用しております。こうし

た素材価格は市況によって変わり、当社グループが調達する原材料価格に変動を受けます。生

産性の向上や販売価格の見直し等で原材料価格の変動を吸収するように努めますが、当社グル

ープで吸収できる範囲を超える変動は業績に影響を与える可能性があります。 

④ 公的規制等の影響 

当社グループ製品は、安全や環境等の公的規格や規制及び輸出入規制、税制の影響をそれぞ

れの国において受けております。こうした規制等に対応するために新製品開発やモデルチェン

ジ、コストダウンを進めておりますが、予期しない規制等が設けられた場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 製造物責任について 

当社グループは、公的規格や規制の遵守はもとより、安全性、信頼性の向上に向けて厳しい

社内品質基準を設けて製品の開発、生産を行っておりますが、万が一、予期せぬ製品不具合に

より製造物責任の事象が発生した場合、製造物責任保険で補えず、業績に影響を与える可能性

があります。 

⑥ 天災等の影響 

当社グループは、新潟県燕市を生産拠点としておりますが、原材料の加工や部品の供給は国

内各地及び海外より調達しております。これらの地域での地震や水害等の天災や戦争、テロ、

事故等により大きな被害が発生した場合、原材料の調達や生産活動に影響を受け当社グループ

の業績に影響を受ける可能性があります。 
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当社グループは、当社及び連結子会社４社で構成され、コンプレッサ、発電機及び車両系建設機

械等の建設機械・産業機械の製造及び販売を主な内容とし事業活動を展開しております。 

事業系統図は次のとおりであります。   

   

関係会社の状況は次のとおりであります。 
  

  
 (注) １ 上記関係会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。  

    

２ 企業集団の状況

名称 住所 
資本金 

又は出資金 
（千円） 

主要な事業

の内容 

議決権の

所有又は被所有割合 
関係内容 

所有割合

（％） 
被所有割合

（％） 

(連結子会社)         

㈱エーエスシー 
埼玉県 
八潮市 

60,000
建設機械事業

産業機械事業  
100.0 ― 

当社製品の修理及び販売 

当社役員１名及び当社従業員４名が

役員を兼務  
当社所有の土地建物を賃貸 

イーエヌシステム㈱ 
新潟県 
燕市 

10,000 建設機械事業 100.0 ― 

当社製品の周辺機器を仕入

当社役員３名及び当社従業員３名が

役員を兼務 
当社所有の土地建物を賃貸 

HOKUETSU 
INDUSTRIES 
EUROPE B.V. 

オランダ国 
アムステルダム市 

千EUR

 521
建設機械事業 100.0 ― 

当社製品の販売 
当社役員１名及び当社従業員２名が

役員を兼務 

㈱ファンドリー 
新潟県 
燕市 

60,000
建設機械事業

産業機械事業  
68.3 ― 

当社製品の原材料を仕入

当社役員２名及び当社従業員１名が

役員を兼務 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「お客様第一の信念に徹し、社会の発展に貢献する」、「物心ともに豊かで、

公平な働きがいのある会社とする」、「国際的感覚をもち、経営の革新と技術の開発に努める」を

経営理念に掲げております。この実現に向けて、社会倫理を尊重し、社員全員が品質・環境方針、

行動指針に従いお客様のニーズを幅広く企業活動に展開し、企業価値の向上を目指しております。

  

(2）目標とする経営指標 

当社は、経営の合理化及び効率を高め、財務体質の強化、収益力向上を図り経常利益率7.0％以

上とすることを目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

国内では震災及び原発問題、海外では欧州の金融不安や地政学的リスク等により市場が急激に変

化し、収益を圧迫する経営環境も予想されます。 

このような環境のなか、当社グループといたしましては、収益改善・向上のための諸施策を中期

ビジョンにとりまとめ実施しております。 

中期ビジョンの全社戦略は、利益率の向上と市場が変化するなかでも安定した利益を確保するこ

とができる企業体質にすることを 重要課題としております。 

・商品価値・機能を高めながら原価低減を図るため、改善活動強化と人材育成を進める。 

・市場の変化に素早く対応できる組織、部門単位での利益責任体制を確立する。 

・コア技術を高め、潜在ニーズを取り込んだ新商品、新事業を展開する。 

上記を基本戦略として、販売、製造、開発、管理の各々が戦略を具体的に展開し推進しておりま

す。  

    

３ 経営方針
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４ 連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,147,151 4,760,758

受取手形及び売掛金 ※3  10,871,877 ※3  9,110,594

商品及び製品 2,561,065 2,401,946

仕掛品 143,037 157,267

原材料及び貯蔵品 352,393 464,094

繰延税金資産 267,851 243,263

その他 230,155 299,143

貸倒引当金 △1,900 △1,434

流動資産合計 18,571,631 17,435,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,433,038 4,526,709

減価償却累計額 △3,445,331 △3,528,352

建物及び構築物（純額） 987,707 998,356

機械装置及び運搬具 5,979,164 6,205,176

減価償却累計額 △5,045,524 △5,218,882

機械装置及び運搬具（純額） 933,639 986,293

土地 ※4  1,738,708 ※4  1,746,240

建設仮勘定 304,023 876,212

その他 1,123,552 1,190,487

減価償却累計額 △1,045,698 △1,103,885

その他（純額） 77,854 86,602

有形固定資産合計 4,041,933 4,693,705

無形固定資産 249,396 211,074

投資その他の資産   

投資有価証券 2,055,987 2,729,001

繰延税金資産 505,533 316,181

その他 ※1  284,452 ※1  364,233

貸倒引当金 △34,245 △32,424

投資その他の資産合計 2,811,728 3,376,992

固定資産合計 7,103,058 8,281,771

資産合計 25,674,689 25,717,406
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  5,734,007 ※3  5,567,120

短期借入金 ※5  2,666,600 ※5  606,600

1年内償還予定の社債 500,000 －

未払法人税等 901,978 291,430

賞与引当金 416,101 427,880

役員賞与引当金 35,000 39,040

その他 ※3  1,253,678 ※3  1,193,557

流動負債合計 11,507,366 8,125,628

固定負債   

社債 － 500,000

長期借入金 333,400 1,816,800

退職給付引当金 1,919,582 2,007,225

役員退職慰労引当金 136,585 157,904

ＰＣＢ対策引当金 125,000 121,408

負ののれん 4,887 2,094

その他 103,570 55,961

固定負債合計 2,623,025 4,661,393

負債合計 14,130,391 12,787,022

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 4,565,607 5,547,035

自己株式 △118,255 △213,339

株主資本合計 11,258,790 12,145,134

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 349,602 806,745

為替換算調整勘定 △152,252 △110,094

その他の包括利益累計額合計 197,350 696,651

少数株主持分 88,157 88,598

純資産合計 11,544,298 12,930,384

負債純資産合計 25,674,689 25,717,406
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 26,904,055 26,931,434

売上原価 ※1  20,590,701 ※1  20,875,082

売上総利益 6,313,353 6,056,351

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 512,845 528,860

役員報酬及び給料手当 1,690,192 1,713,836

賞与引当金繰入額 205,447 216,706

役員賞与引当金繰入額 35,000 39,040

退職給付引当金繰入額 136,872 141,771

役員退職慰労引当金繰入額 26,184 31,033

その他 ※2  1,846,610 ※2  1,922,892

販売費及び一般管理費合計 4,453,153 4,594,139

営業利益 1,860,200 1,462,212

営業外収益   

受取利息 8,083 9,435

受取配当金 27,671 40,799

為替差益 － 400,163

デリバティブ評価益 － 64,051

受取ロイヤリティー 17,302 14,150

その他 36,155 37,428

営業外収益合計 89,213 566,029

営業外費用   

支払利息 20,659 38,119

シンジケートローン手数料 10,685 10,618

社債発行費 － 8,345

為替差損 23,699 －

ＰＣＢ対策引当金繰入額 － 17,000

その他 4,626 7,740

営業外費用合計 59,671 81,823

経常利益 1,889,743 1,946,418

特別利益   

固定資産処分益 ※3  84 －

投資有価証券売却益 － 204

貸倒引当金戻入額 4,800 －

特別利益合計 4,884 204

特別損失   

固定資産処分損 ※4  10,348 ※4  5,973

投資有価証券売却損 16,417 －

投資有価証券評価損 5,422 －

その他 950 －

特別損失合計 33,138 5,973

税金等調整前当期純利益 1,861,488 1,940,649

法人税、住民税及び事業税 970,553 758,721

法人税等調整額 △40,776 △36,182

法人税等合計 929,776 722,539

少数株主損益調整前当期純利益 931,711 1,218,109

少数株主利益 9,207 1,581

当期純利益 922,504 1,216,528
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 931,711 1,218,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 235,766 457,143

為替換算調整勘定 △19,327 42,157

その他の包括利益合計 216,439 499,301

包括利益 1,148,151 1,717,410

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,138,944 1,715,829

少数株主に係る包括利益 9,207 1,581

北越工業㈱(6364)　平成25年３月期決算短信

―　11　―



(3) 連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,416,544 3,416,544

当期末残高 3,416,544 3,416,544

資本剰余金   

当期首残高 3,394,894 3,394,894

当期末残高 3,394,894 3,394,894

利益剰余金   

当期首残高 3,731,283 4,565,607

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 922,504 1,216,528

当期変動額合計 834,324 981,427

当期末残高 4,565,607 5,547,035

自己株式   

当期首残高 △116,823 △118,255

当期変動額   

自己株式の取得 △1,432 △95,084

当期変動額合計 △1,432 △95,084

当期末残高 △118,255 △213,339

株主資本合計   

当期首残高 10,425,899 11,258,790

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 922,504 1,216,528

自己株式の取得 △1,432 △95,084

当期変動額合計 832,891 886,343

当期末残高 11,258,790 12,145,134

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 113,835 349,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 235,766 457,143

当期変動額合計 235,766 457,143

当期末残高 349,602 806,745

為替換算調整勘定   

当期首残高 △132,924 △152,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,327 42,157

当期変動額合計 △19,327 42,157

当期末残高 △152,252 △110,094
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △19,089 197,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 216,439 499,301

当期変動額合計 216,439 499,301

当期末残高 197,350 696,651

少数株主持分   

当期首残高 80,280 88,157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,877 441

当期変動額合計 7,877 441

当期末残高 88,157 88,598

純資産合計   

当期首残高 10,487,089 11,544,298

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 922,504 1,216,528

自己株式の取得 △1,432 △95,084

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 224,316 499,742

当期変動額合計 1,057,208 1,386,086

当期末残高 11,544,298 12,930,384
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,861,488 1,940,649

減価償却費 446,313 502,020

退職給付引当金の増減額（△は減少） 110,003 87,643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,980 △2,286

PCB対策引当金の増減額（△は減少） － △3,592

受取利息及び受取配当金 △35,755 △50,234

支払利息 20,659 38,119

デリバティブ評価損益（△は益） 1,631 △64,051

投資有価証券売却損益（△は益） 16,417 △204

投資有価証券評価損益（△は益） 5,422 －

有形固定資産処分損益（△は益） 10,264 5,973

売上債権の増減額（△は増加） △3,694,383 1,761,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △820,756 29,831

仕入債務の増減額（△は減少） 1,279,180 △206,064

未収消費税等の増減額（△は増加） 58,413 △86,761

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,611 △3,059

その他 115,661 △95,890

小計 △632,808 3,853,374

利息及び配当金の受取額 34,176 50,126

利息の支払額 △19,328 △37,073

法人税等の支払額 △244,380 △1,370,948

営業活動によるキャッシュ・フロー △862,340 2,495,478

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

定期預金の払戻による収入 － 155,200

有形固定資産の取得による支出 △605,520 △1,020,362

有形固定資産の売却による収入 357 83

無形固定資産の取得による支出 △15,342 △32,006

投資有価証券の取得による支出 △187,183 △7,399

投資有価証券の売却による収入 10,153 205

投資有価証券の償還による収入 － 57,346

貸付けによる支出 △1,800 －

貸付金の回収による収入 1,447 1,485

出資金の払込による支出 △1,000 －

出資金の回収による収入 8,200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △790,687 △1,008,499

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） 2,500,000 △2,500,000

長期借入れによる収入 500,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △101,706 △276,600

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 △8,967 △9,368

自己株式の取得による支出 △1,432 △95,084

配当金の支払額 △87,818 △233,336

少数株主への配当金の支払額 △1,330 △1,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,798,745 △915,529

北越工業㈱(6364)　平成25年３月期決算短信

―　14　―



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,327 42,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,126,389 613,607

現金及び現金同等物の期首残高 3,020,761 4,147,151

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,147,151 ※1  4,760,758
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該当事項はありません。 

   

  

(減価償却方法の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が13,850千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ13,850千円増加しております。 

  

  

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「作業くず売却益」は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」に含め

て表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の

組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「作業くず売却益」に

表示しておりました19,336千円は「その他」として組み替えております。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めており

ました「デリバティブ評価損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記

することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸

表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に表示しておりました117,293千円は、「デリバティブ評価損益」

1,631千円、「その他」115,661千円として組み替えております。 

(5) 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）

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）
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※１ 関連会社に対する出資金は次のとおりであります。 

  

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

  

※３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の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。 

連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。 

(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。) 

  

※４ 有形固定資産に含めて表示している休止固定資産は次のとおりであります。 

  

※５ 当社は、資金調達の機動性及び安定性を高められることから、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

連結会計年度におけるコミットメントラインに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 

  

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

投資その他の資産「その他」 千円 141,702 千円 141,702

  
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

受取手形裏書譲渡高 千円 6,542 千円 12,271

  
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

受取手形 千円 796,287 千円 717,999

支払手形 千円 37,608 千円 28,433

設備支払手形 千円 5,840 千円 1,118

  
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

土地 千円 110,319 千円 110,319

  
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

コミットメントラインの総額 千円 2,000,000 千円 2,000,000

借入実行残高 千円 2,000,000 ―千円 

差引額 ―千円 千円 2,000,000
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※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。  

  

※３ 固定資産処分益の内訳は次のとおりであります。  

  

※４ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。  

  

  

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

売上原価 千円 2,265 千円 24,206

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

  千円 145,696 千円 158,948

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

機械装置及び運搬具 売却益 千円 8 ―千円 

その他 千円 75 ―千円 

計 千円 84 ―千円 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 除却損 千円 6,835 千円 5,158

機械装置及び運搬具 除却損 千円 2,691 千円 651

その他 千円 821 千円 163

計 千円 10,348 千円 5,973
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)  30,165,418 ― ―  30,165,418

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)  771,907  5,941 ―  777,848

5,941

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 

平成23年６月29日 
定時株主総会 

普通株式  88,180  3 平成23年３月31日 平成23年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金  235,100  8 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 株 

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得による増加 株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

  

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と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。 

  

  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)  30,165,418 ― ―  30,165,418

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)  777,848  393,395 ―  1,171,243

3,395

390,000

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 

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

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成25年６月27日 
定時株主総会 

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

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 4,147,151 千円 4,760,758

現金及び現金同等物 千円 4,147,151 千円 4,760,758
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サー

ビスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成され

ており、「建設機械事業」及び「産業機械事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「建設機械事業」は、ポータブルコンプレッサ、ディーゼル発電機及び高所作業車等を生産してお

ります。「産業機械事業」は、ステーショナリーコンプレッサ等を生産しております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

(減価償却方法の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度のセグメント利益が、「建設機械事業」で

10,910千円、「産業機械事業」で2,668千円それぞれ増加しております。また、各報告セグメントに

配分していない全社費用が271千円減少しております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(注) １ 当社グループは、製造から販売までのプロセスが共通していることから、各報告セグメントへの配分を行っ

ていないため、セグメント資産及び負債の記載を省略しております。 

   ２ 減価償却費については、建設機械事業及び産業機械事業の各売上高の割合により、各報告セグメントへの配

分を行っております。 

  

（セグメント情報等）

  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  20,700,767  6,203,287  26,904,055

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― ― ― 

計  20,700,767  6,203,287  26,904,055

セグメント利益  2,313,696  619,351  2,933,047

その他の項目 

減価償却費  297,335  76,824  374,160
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

(注) １ 当社グループは、製造から販売までのプロセスが共通していることから、各報告セグメントへの配分を行っ

ていないため、セグメント資産及び負債の記載を省略しております。 

   ２ 減価償却費については、建設機械事業及び産業機械事業の各売上高の割合により、各報告セグメントへの配

分を行っております。 

  

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 

(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。 

  

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門の減価償却費であります。 

  

  

  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  20,917,023  6,014,411  26,931,434

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― ― ― 

計  20,917,023  6,014,411  26,931,434

セグメント利益  1,980,064  497,791  2,477,855

その他の項目 

減価償却費  341,376  82,667  424,043

利益 前連結会計年度(千円) 当連結会計年度(千円) 

報告セグメント計  2,933,047  2,477,855

全社費用(注)  △1,072,846  △1,015,643

連結財務諸表の営業利益  1,860,200  1,462,212

その他の項目 

報告セグメント計(千円) 調整額(千円) 連結財務諸表計上額(千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

減価償却費  374,160  424,043  72,152  77,976  446,313  502,020
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１ その他有価証券 

前連結会計年度(平成24年３月31日) 

(注) １ 非上場株式(連結貸借対照表計上額 807,621千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

    ２ 「連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」の「債券」には、組込デリバティブを区分して測定でき

ない複合金融商品が含まれております。当該複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を当連結会計年

度の損益に計上しております。 

  

当連結会計年度(平成25年３月31日) 

(注) １ 非上場株式(連結貸借対照表計上額 819,002千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

    ２ 「連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」の「債券」には、組込デリバティブを区分して測定でき

ない複合金融商品が含まれております。当該複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を当連結会計年

度の損益に計上しております。 

  

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式  1,050,823  498,565  552,258

債券  166,073  153,580  12,493

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

株式  31,469  38,232  △6,762

合計  1,248,366  690,377  557,989

  種類 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式  1,752,303  506,969  1,245,333

債券  124,422  102,386  22,035

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

株式  33,272  37,226  △3,953

合計  1,909,998  646,583  1,263,415

種類 
売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

株式  10,153 ―  16,417

種類 
売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

株式  205  204 ― 
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３ 減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のある株式について前連結会計年度において 千円減損処理を行ってお

り、当連結会計年度において減損処理を行ったものはありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能

性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり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 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

5,340

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 銭 389 83 円 銭 442 91

１株当たり当期純利益金額 円 銭 31 39 円 銭 41 44

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益金額(千円)  922,504  1,216,528

普通株式に係る当期純利益金額 
(千円) 

 922,504  1,216,528

普通株式の期中平均株式数(株)  29,390,419  29,355,363

（重要な後発事象）
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５ 個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,363,519 3,837,795

受取手形 4,228,796 3,324,352

売掛金 6,826,299 6,051,878

商品及び製品 2,175,383 1,945,205

仕掛品 128,445 131,089

原材料及び貯蔵品 259,672 346,409

前払費用 9,063 11,536

繰延税金資産 217,090 185,840

未収入金 171,521 277,837

その他 36,432 15,608

貸倒引当金 △1,116 △665

流動資産合計 17,415,109 16,126,887

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,662,432 3,717,775

減価償却累計額 △2,789,608 △2,854,142

建物（純額） 872,824 863,633

構築物 625,948 659,733

減価償却累計額 △578,264 △588,593

構築物（純額） 47,684 71,140

機械及び装置 5,523,570 5,736,767

減価償却累計額 △4,723,980 △4,856,960

機械及び装置（純額） 799,589 879,807

車両運搬具 46,905 47,271

減価償却累計額 △45,801 △46,256

車両運搬具（純額） 1,103 1,014

工具、器具及び備品 1,040,011 1,093,694

減価償却累計額 △982,471 △1,032,959

工具、器具及び備品（純額） 57,540 60,734

土地 1,480,660 1,480,660

リース資産 16,576 28,531

減価償却累計額 △3,365 △8,045

リース資産（純額） 13,210 20,486

建設仮勘定 297,309 875,350

有形固定資産合計 3,569,922 4,252,827

無形固定資産   

ソフトウエア 222,288 186,736

リース資産 7,010 5,564

電話加入権 11,878 11,878

施設利用権 1,615 1,223

無形固定資産合計 242,792 205,402
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,046,525 2,718,832

関係会社株式 150,410 150,410

出資金 9,510 9,510

関係会社出資金 226,400 226,400

役員及び従業員に対する長期貸付金 2,195 710

関係会社長期貸付金 24,200 11,000

破産更生債権等 28,965 27,200

長期前払費用 6,031 11,938

繰延税金資産 489,703 297,681

差入保証金 16,557 54,143

敷金 69,633 68,368

その他 － 40,385

貸倒引当金 △33,385 △31,620

投資その他の資産合計 3,036,747 3,584,960

固定資産合計 6,849,462 8,043,190

資産合計 24,264,571 24,170,077

負債の部   

流動負債   

支払手形 126,808 101,923

買掛金 5,606,570 5,457,266

短期借入金 2,500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 166,600 606,600

1年内償還予定の社債 500,000 －

リース債務 7,333 4,650

未払金 480,656 698,793

未払費用 295,473 296,476

未払法人税等 829,105 239,850

前受金 99,663 22,475

預り金 18,626 21,218

前受収益 87 －

賞与引当金 367,390 375,030

役員賞与引当金 35,000 39,040

その他 164,102 12,922

流動負債合計 11,197,419 7,876,245

固定負債   

社債 － 500,000

長期借入金 333,400 1,816,800

リース債務 8,073 14,082

退職給付引当金 1,876,038 1,956,806

役員退職慰労引当金 136,585 157,904

ＰＣＢ対策引当金 125,000 121,408

長期預り保証金 78,897 40,160

その他 14,124 －

固定負債合計 2,572,119 4,607,161

負債合計 13,769,539 12,483,407
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,416,544 3,416,544

資本剰余金   

資本準備金 3,394,894 3,394,894

資本剰余金合計 3,394,894 3,394,894

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金 1,452,434 2,282,719

利益剰余金合計 3,452,434 4,282,719

自己株式 △118,255 △213,339

株主資本合計 10,145,617 10,880,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 349,414 805,851

評価・換算差額等合計 349,414 805,851

純資産合計 10,495,032 11,686,669

負債純資産合計 24,264,571 24,170,077
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(2) 損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 20,411,543 20,569,282

商品売上高 5,925,908 5,404,946

売上高合計 26,337,452 25,974,229

売上原価   

製品期首たな卸高 1,271,240 2,175,383

当期製品製造原価 17,256,751 16,769,056

当期製品仕入高 4,421,956 3,809,853

合計 22,949,948 22,754,293

製品期末たな卸高 2,175,383 1,945,205

売上原価合計 20,774,565 20,809,087

売上総利益 5,562,887 5,165,141

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 496,127 495,582

販売費 194,844 258,399

貸倒引当金繰入額 235 －

役員報酬及び給料手当 1,341,714 1,324,879

賞与引当金繰入額 188,140 195,370

役員賞与引当金繰入額 35,000 39,040

退職給付引当金繰入額 135,905 137,223

役員退職慰労引当金繰入額 26,184 31,033

旅費及び交通費 211,970 221,415

減価償却費 38,904 40,280

賃借料 231,472 228,206

研究開発費 145,696 158,948

その他 882,953 853,100

販売費及び一般管理費合計 3,929,149 3,983,479

営業利益 1,633,737 1,181,661

営業外収益   

受取利息 2,557 3,898

受取配当金 29,860 40,536

為替差益 － 400,424

デリバティブ評価益 － 64,051

経営指導料 43,825 50,549

受取ロイヤリティー 17,302 14,150

雑収入 3,667 26,916

営業外収益合計 97,212 600,528

営業外費用   

支払利息 16,155 34,585

シンジケートローン手数料 10,685 10,618

社債利息 4,346 3,445

社債発行費 － 8,345

為替差損 23,466 －

ＰＣＢ対策引当金繰入額 － 17,000

雑損失 4,626 6,731

営業外費用合計 59,281 80,726

経常利益 1,671,667 1,701,464
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産処分益 84 －

投資有価証券売却益 － 204

貸倒引当金戻入額 4,800 －

特別利益合計 4,884 204

特別損失   

固定資産処分損 9,980 4,744

投資有価証券売却損 16,417 －

その他 1,032 －

特別損失合計 27,430 4,744

税引前当期純利益 1,649,121 1,696,925

法人税、住民税及び事業税 862,500 658,390

法人税等調整額 △24,460 △26,850

法人税等合計 838,040 631,540

当期純利益 811,081 1,065,385
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(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,416,544 3,416,544

当期末残高 3,416,544 3,416,544

資本剰余金   

当期首残高 3,394,894 3,394,894

当期末残高 3,394,894 3,394,894

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,000,000 2,000,000

当期末残高 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 729,533 1,452,434

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 811,081 1,065,385

当期変動額合計 722,900 830,284

当期末残高 1,452,434 2,282,719

利益剰余金合計   

当期首残高 2,729,533 3,452,434

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 811,081 1,065,385

当期変動額合計 722,900 830,284

当期末残高 3,452,434 4,282,719

自己株式   

当期首残高 △116,823 △118,255

当期変動額   

自己株式の取得 △1,432 △95,084

当期変動額合計 △1,432 △95,084

当期末残高 △118,255 △213,339

株主資本合計   

当期首残高 9,424,149 10,145,617

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 811,081 1,065,385

自己株式の取得 △1,432 △95,084

当期変動額合計 721,468 735,200

当期末残高 10,145,617 10,880,818
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 115,931 349,414

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 233,482 456,437

当期変動額合計 233,482 456,437

当期末残高 349,414 805,851

純資産合計   

当期首残高 9,540,080 10,495,032

当期変動額   

剰余金の配当 △88,180 △235,100

当期純利益 811,081 1,065,385

自己株式の取得 △1,432 △95,084

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 233,482 456,437

当期変動額合計 954,951 1,191,637

当期末残高 10,495,032 11,686,669
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該当事項はありません。 

   

  

(1) 役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動(平成25年６月27日付予定) 

退任予定取締役 

取締役相談役 井村謙三 

  

(4) 個別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）

６ その他

北越工業㈱(6364)　平成25年３月期決算短信

―　32　―



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


