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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

26年3月期第1四半期 6,730 5.3 454 34.8 626 193.4 379 239.9
25年3月期第1四半期 6,390 12.6 336 △7.1 213 △38.3 111 △39.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 449百万円 （570.9％） 25年3月期第1四半期 66百万円 （△64.7％）

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

26年3月期第1四半期 13.08 ―
25年3月期第1四半期 3.80 ―

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

26年3月期第1四半期 26,335 13,215 49.8 452.74
25年3月期 25,717 12,930 49.9 442.91
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,126百万円 25年3月期  12,841百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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）

（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) 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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(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー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３ページ「１ 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧下さい。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 30,165,418 株 25年3月期 30,165,418 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,173,279 株 25年3月期 1,171,243 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 28,993,129 株 25年3月期1Q 29,386,585 株
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(1) 経営成績に関する説明 

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 百万円（前年同期比12.2％減）、海外が 百万円（前年同期

比36.2％増）、全体で 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 百万円（前年同期比34.8％増）、経常利益は 百万円（前

年同期比193.4％増）、四半期純利益は 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

百万円（前年同期比8.2％増）、セグメント利益は 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

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 百万円（前年同期比24.4％増)となりました。 

  

(2) 財政状態に関する説明 

 (資産、負債及び純資産の状況) 

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 百万円増

加し、 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 

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 百万円増

加し、 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。 

  

１ 当四半期決算に関する定性的情報

3,583 3,146

6,730

454 626

379

5,419 599

1,310

148

106

17,542

511

8,793
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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 百万円増

加し、 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 百万円減

少し、 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 百万円増加

し、 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) 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、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成25年５月13日に公表

いたしました業績予想から変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

   

   

(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) 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。 

  

(3) 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。 

   

(4) 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。 

   
   

514

8,639

180

4,480

284

13,215

２ サマリー情報（注記事項）に関する事項

北越工業㈱(6364)　平成26年３月期第１四半期決算短信

―　3　―



３ 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 9,110,594 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 5,567,120 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 1,193,557 909,357

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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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

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 

  

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) 

(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。 

  

(3) 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)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(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  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

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
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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 

  

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) 

(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。 

  

  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

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
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