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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 4,058 △2.5 51 △44.3 57 △40.9 31 △43.8

24年3月期第2四半期 4,162 15.7 91 ― 97 606.2 55 ―

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

25年3月期第2四半期 3.27 ―

24年3月期第2四半期 5.60 ―

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月期第2四半期 5,493 2,203 40.1 229.09
24年3月期 5,424 2,246 41.4 233.51

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,203百万円 24年3月期  2,246百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 8,100 △0.8 130 △25.5 150 △22.8 80 △32.0 8.32



(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 

（注） 「 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」 第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.３ 「 ２．サマリー情報 
（注記事項） に関する事項 （２） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 」 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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2Q 10,370,800 株 24年3月期 10,370,800 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 751,755 株 24年3月期 750,463 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,619,898 株 24年3月期2Q 9,986,628 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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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Ｐ.３ 「 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）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレの長期化、世界経済の減速に加え、原油高や資源高、日中

関係の悪化など依然として厳しい状況のままに推移してまいりました。  

 このような情勢下におきまして、当社は積極的な営業活動に努力してまいりましたが、設備投資における物流機

器関連の売上が伸び悩み、売上高は4,058百万円（前年同期は4,162百万円）となりました。 

利益面につきましては、コストの低減と諸経費の削減等に努めましたものの、価格競合等の影響もあり、営業

利益は51百万円（前年同期は91百万円）、経常利益は57百万円（前年同期は97百万円）となり、四半期純利益は31

百万円（前年同期は55百万円）となりました。 

 なお、セグメント別の業況は次のとおりであります。 

（生活関連用品） 

 ショベル類につきましては、積極的な営業活動と震災の復旧・復興に伴う公共投資等の特需もあって国内向け売

上高は425百万円（対前年同期比3.2％増）となりました。輸出は、長引く円高による影響もあり価格調整等も踏ま

え受注に努めましたが、売上高は48百万円（対前年同期比21.8％減）となり、ショベル類全体の売上高は473百万

円（対前年同期比0.1％減）となりました。 

また、アウトドア用品類、工事・農業用機器類につきましては、新規販路をはじめ既存ルートにおいて新製品

等の更なる拡販策の展開により売上高は2,449百万円（対前年同期比2.4％増）となり、生活関連用品全体の売上高

は2,923百万円（対前年同期比2.0％増）となりました。 

（物流機器） 

 震災の復興需要を背景に押し上げに期待する物流機器関連は、企業収益の下振れなどの影響もあり投資計画先送

りの動きも見られ、伸び悩んだ状況となり、売上高は1,134百万円（対前年同期比12.4％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。  

 なお、記載内容は前事業年度末と比較しております。 

（資産） 

 流動資産は、80百万円増加し4,311百万円（前事業年度末は4,230百万円）となりました。これは主に商品及び製

品が83百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は、12百万円減少し1,181百万円（前事業年度末は1,193百万円）となりました。これは主に無形固定資

産が35百万円増加したものの、投資有価証券が57百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、68百万円増加し5,493百万円（前事業年度末は5,424百万円）となりました。 

（負債） 

 流動負債は、123百万円増加し3,021百万円（前事業年度末は2,898百万円）となりました。これは主に短期借入

金が32百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が175百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、12百万円減少し268百万円（前事業年度末は280百万円）となりました。これは主に長期借入金が８

百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、110百万円増加し3,289百万円（前事業年度末は3,178百万円）となりました。 

（純資産） 

 純資産は、42百万円減少し2,203百万円（前事業年度末は2,246百万円）となりました。これは主にその他有価証

券評価差額金が45百万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２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

て31百万円減少し、737百万円となりました。  

 なお、当第２四半期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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、63百万円（前年同期は62百万円の収入）となりました。これは主に売上債権の

増加額とたな卸資産の増加額および法人税等の支払額の合計が163百万円となったものの、税引前四半期純利益と

仕入債務の増加額の合計が214百万円となったためであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、24百万円（前年同期は26百万円の収入）となりました。これは主に保険積立金

の払戻による収入が37百万円となったものの、有形および無形固定資産の取得による支出の合計が48百万円となっ

たためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、69百万円（前年同期は51百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金

の純減額50百万円と配当金の支払額28百万円によるものであります。 

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の状況を踏まえて、平成25年３月通期の業績予想に関する事項につきまして修正をいたし

ました。  

 なお、詳細につきましては、平成24年10月17日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

     

（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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更    

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,133 820,703

受取手形及び売掛金 1,891,368 1,880,306

商品及び製品 1,001,247 1,084,670

仕掛品 36,716 29,894

原材料及び貯蔵品 98,696 101,225

未収入金 292,881 325,558

その他 60,912 77,651

貸倒引当金 △10,000 △8,800

流動資産合計 4,230,958 4,311,210

固定資産   

有形固定資産 319,746 314,465

無形固定資産 25,369 60,846

投資その他の資産   

投資有価証券 451,004 393,753

その他 404,244 418,650

貸倒引当金 △6,411 △5,807

投資その他の資産合計 848,837 806,596

固定資産合計 1,193,953 1,181,908

資産合計 5,424,911 5,493,118

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,776,373 1,951,442

短期借入金 859,760 827,170

未払法人税等 35,322 29,686

賞与引当金 61,200 55,700

その他 165,423 157,245

流動負債合計 2,898,080 3,021,244

固定負債   

長期借入金 119,610 110,920

退職給付引当金 147,400 143,900

その他 13,400 13,400

固定負債合計 280,410 268,220

負債合計 3,178,490 3,289,464
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,600 829,600

資本剰余金 509,408 509,408

利益剰余金 974,967 977,556

自己株式 △84,983 △85,123

株主資本合計 2,228,992 2,231,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,176 △24,017

繰延ヘッジ損益 △3,747 △3,770

評価・換算差額等合計 17,429 △27,787

純資産合計 2,246,421 2,203,653

負債純資産合計 5,424,911 5,493,118
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,162,510 4,058,075

売上原価 3,153,587 3,069,222

売上総利益 1,008,923 988,852

販売費及び一般管理費 917,155 937,702

営業利益 91,767 51,150

営業外収益   

受取配当金 8,257 9,468

その他 10,814 8,258

営業外収益合計 19,072 17,726

営業外費用   

支払利息 7,730 7,523

手形売却損 3,244 3,570

その他 2,714 392

営業外費用合計 13,689 11,486

経常利益 97,150 57,390

特別利益   

新株予約権戻入益 5,720 －

補助金収入 8,884 －

特別利益合計 14,605 －

特別損失   

固定資産圧縮損 8,884 －

特別損失合計 8,884 －

税引前四半期純利益 102,871 57,390

法人税、住民税及び事業税 41,000 25,000

法人税等調整額 5,932 941

法人税等合計 46,932 25,941

四半期純利益 55,939 31,449
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 102,871 57,390

減価償却費 32,996 31,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,900 △3,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,500 △5,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,599 △1,804

受取利息及び受取配当金 △8,829 △9,880

支払利息 7,730 7,523

売上債権の増減額（△は増加） △213,092 △54,019

たな卸資産の増減額（△は増加） △117,066 △79,128

仕入債務の増減額（△は減少） 353,892 157,273

その他 △45,966 △8,437

小計 109,536 91,599

利息及び配当金の受取額 8,826 9,993

利息の支払額 △7,725 △7,619

法人税等の支払額 △48,337 △30,583

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,299 63,391

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 △19,955 △18,000

定期預金の払戻による収入 25,916 25,361

投資有価証券の取得による支出 △3,030 △3,211

有形固定資産の取得による支出 △7,503 △30,466

無形固定資産の取得による支出 △4,095 △18,008

保険積立金の払戻による収入 51,467 37,551

その他 △16,717 △17,762

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,082 △24,536

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） － △50,000

長期借入れによる収入 30,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △61,576 △41,280

自己株式の取得による支出 △6 △140

配当金の支払額 △19,598 △28,504

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,180 △69,924

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,201 △31,069

現金及び現金同等物の期首残高 772,116 768,629

現金及び現金同等物の四半期末残高 809,317 737,559
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  該当事項はありません。 

     

 該当事項はありません。   

     

（売上高内訳）  

（千円未満切捨）

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

       期  別 

  

  

 品 種 別 

前第２四半期累計期間 

（ 自 平成 23年  4月  1日   

   至 平成 23年  9月 30日 ）

 当第２四半期累計期間 

（ 自 平成 24年  4月  1日   

   至 平成 24年  9月 30日 ） 

  

 増   減 

  

金  額 構  成  比 金  額 構  成  比 金  額 率 

  

生 

  

活 

  

関 

  

連 

  

用 

  

品 

シ 

ョ 

ベ 

ル 

類 

  千円 ％ ％ 千円 ％ ％ 千円 ％

国  内  412,560  87.0    425,560  89.8    13,000  3.2

輸  出  61,687  13.0    48,231  10.2    △13,455  △21.8

小  計  474,248  100.0  11.4  473,792  100.0  11.7  △455  △0.1

農

業

用

機

器

類 

ア 

ウ 

ト 

ド 

ア 

・ 

国  内  2,381,136  99.5    2,432,504  99.3    51,368  2.2

輸  出  11,830  0.5    17,480  0.7    5,649  47.8

小  計  2,392,967  100.0  57.5  2,449,985  100.0  60.3  57,017  2.4

小 

計 

国  内  2,793,696  97.4    2,858,065  97.8    64,368  2.3

輸  出  73,518  2.6    65,712  2.2    △7,806  △10.6

小  計  2,867,215  100.0  68.9  2,923,777  100.0  72.0  56,561  2.0

物 

流 

機 

器 

国  内  1,295,294  100.0    1,134,297  100.0    △160,996  △12.4

輸  出  －  －    －  －    －  －

小  計  1,295,294  100.0  31.1  1,134,297  100.0  28.0  △160,996  △12.4

合 

  

計 

国  内  4,088,991  98.2    3,992,363  98.4    △96,628  △2.4

輸  出  73,518  1.8    65,712  1.6    △7,806  △10.6

合  計  4,162,510  100.0  100.0  4,058,075  100.0  100.0  △104,434  △2.5
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