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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 2,014 △3.0 21 △39.2 28 △33.1 15 △40.5

24年3月期第1四半期 2,076 26.1 36 ― 41 ― 26 ―

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1四半期 1.65 ―

24年3月期第1四半期 2.68 ―

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1四半期 5,692 2,197 38.6 228.45
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1四半期  2,197百万円 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 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 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、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) 4,200 0.9 90 △1.9 90 △7.4 50 △10.6 5.20
通期 8,300 1.6 180 3.1 190 △2.2 110 △6.6 11.43



(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1Q 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1Q 750,672 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1Q 9,620,229 株 24年3月期1Q 9,986,652 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.２ 「 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１四半期累計期間におけるわが国経済は、復旧・復興に伴う公共投資、設備投資、住宅関連等の国内需要に

支えられ緩やかに回復し、個人消費における消費者マインドも徐々に改善されつつありますが、雇用・所得関連は

弱含みの状態で、長期にわたる円高はじめ世界経済減速の影響も見込まれ、依然として予断を許さぬ状況が続くも

のと思われます。  

 このような情勢下におきまして、当社は新規販路の開拓とその市場に合わせた製品開発、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2,014百万円（前年同期は

2,076百万円）になりました。 

利益面につきましては、コストの低減と諸経費の節減等に努めましたものの、営業利益は21百万円（前年同期

は36百万円）、経常利益は28百万円（前年同期は41百万円）となり、当第１四半期累計期間の四半期純利益は15百

万円（前年同期は26百万円）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復旧・復興に伴う特需もあって国内向け売上高は昨年とほぼ同

額の200百万円（対前年同期比0.1％減）となりました。輸出は、円高やアジア経済減速の影響等を踏まえ拡販対策

に努力するも売上高は15百万円（対前年同期比40.7％減）となり、ショベル類全体の売上高は216百万円（対前年

同期比4.9％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、営業戦力の強化と懸命な拡販策の展開、新規

販路の開拓等により売上高は1,268百万円（対前年同期比6.2％増）となり、生活関連用品全体の売上高は1,485百

万円（対前年同期比4.4％増）となりました。 

（物流機器） 

 物流機器類は、復旧投資が景気の押し上げ要因となる中、主力製品である移動棚等の引き合い件数は、徐々に回

復傾向にあり、受注額についても上方傾向にありますが、当第１四半期累計期間の売上には寄与するところが少な

く、売上高は529百万円（対前年同期比19.0％減）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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、262百万円増加し4,493百万円（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244百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は、４百万円増加し1,198百万円（前事業年度末は1,193百万円）となりました。この結果、総資産は、

267百万円増加し5,692百万円（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、336百万円増加し3,234百万円（前事業年度末は2,898百万円）となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が258百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、19百万円減少し260百万円（前事業年度末は280百万円）となりました。この結果、負債合計は、

316百万円増加し3,494百万円（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、48百万円減少し2,197百万円（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35百万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25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月10日の決算短信で発表いたしました第２四半期累計期

間および通期の業績予想の数値から変更はありません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、当第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１四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１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,133 816,744

受取手形及び売掛金 1,891,368 1,976,912

商品及び製品 1,001,247 1,245,752

仕掛品 36,716 33,051

原材料及び貯蔵品 98,696 115,007

未収入金 292,881 264,609

その他 60,912 50,721

貸倒引当金 △10,000 △8,900

流動資産合計 4,230,958 4,493,899

固定資産   

有形固定資産 319,746 326,799

無形固定資産 25,369 63,073

投資その他の資産   

投資有価証券 451,004 405,459

その他 404,244 411,510

貸倒引当金 △6,411 △8,052

投資その他の資産合計 848,837 808,917

固定資産合計 1,193,953 1,198,790

資産合計 5,424,911 5,692,689

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,776,373 2,035,183

短期借入金 859,760 899,800

未払法人税等 35,322 5,515

賞与引当金 61,200 18,700

その他 165,423 275,139

流動負債合計 2,898,080 3,234,338

固定負債   

長期借入金 119,610 99,600

退職給付引当金 147,400 147,600

その他 13,400 13,400

固定負債合計 280,410 260,600

負債合計 3,178,490 3,494,938
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６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 974,967 962,004

自己株式 △84,983 △85,009

株主資本合計 2,228,992 2,216,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,176 △14,113

繰延ヘッジ損益 △3,747 △4,139

評価・換算差額等合計 17,429 △18,252

純資産合計 2,246,421 2,197,750

負債純資産合計 5,424,911 5,692,689
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（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,076,705 2,014,912

売上原価 1,575,329 1,519,179

売上総利益 501,376 495,733

販売費及び一般管理費 465,311 473,812

営業利益 36,065 21,920

営業外収益   

受取配当金 6,986 8,264

受取保険金 2,692 －

その他 2,239 3,616

営業外収益合計 11,917 11,881

営業外費用   

支払利息 3,720 3,649

手形売却損 1,790 1,795

その他 518 274

営業外費用合計 6,030 5,719

経常利益 41,953 28,082

特別利益   

新株予約権戻入益 5,720 －

特別利益合計 5,720 －

税引前四半期純利益 47,673 28,082

法人税、住民税及び事業税 2,000 2,000

法人税等調整額 18,945 10,185

法人税等合計 20,945 12,185

四半期純利益 26,728 15,897
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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）

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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１四半期累計期間 

（ 自 平成 23年  4月  1日   

   至 平成 23年  6月 30日 ）

 当第１四半期累計期間 

（ 自 平成 24年  4月  1日   

   至 平成 24年  6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  201,160  88.2    200,889  92.6    △270  △0.1

輸  出  26,952  11.8    15,972  7.4    △10,980  △40.7

小  計  228,112  100.0  11.0  216,861  100.0  10.7  △11,251  △4.9

農

業

用

機

器

類 

ア 

ウ 

ト 

ド 

ア 

・ 

国  内  1,190,006  99.6    1,260,241  99.3    70,235  5.9

輸  出  5,062  0.4    8,642  0.7    3,579  70.7

小  計  1,195,068  100.0  57.5  1,268,883  100.0  63.0  73,814  6.2

小 

計 

国  内  1,391,166  97.8    1,461,130  98.3    69,964  5.0

輸  出  32,015  2.2    24,614  1.7    △7,400  △23.1

小  計  1,423,181  100.0  68.5  1,485,745  100.0  73.7  62,563  4.4

物 

流 

機 

器 

国  内  653,523  100.0    529,167  100.0    △124,356  △19.0

輸  出  －  －    －  －    －  －

小  計  653,523  100.0  31.5  529,167  100.0  26.3  △124,356  △19.0

合 

  

計 

国  内  2,044,690  98.5    1,990,298  98.8    △54,391  △2.7

輸  出  32,015  1.5    24,614  1.2    △7,400  △23.1

合  計  2,076,705  100.0  100.0  2,014,912  100.0  100.0  △61,792  △3.0
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