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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 4,174 2.9 13 △74.5 22 △61.3 10 △65.5
25年3月期第2四半期 4,058 △2.5 51 △44.3 57 △40.9 31 △43.8

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2四半期 1.13 ―
25年3月期第2四半期 3.27 ―

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2四半期 5,556 2,380 42.8 247.48
25年3月期 5,475 2,391 43.7 248.64
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,380百万円 25年3月期  2,391百万円

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 ― 4.00 4.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 8,400 0.7 120 △35.2 140 △30.8 80 △45.2 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 

(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   ：  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2Q 10,370,800 株 25年3月期 10,370,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 753,292 株 25年3月期 753,290 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,617,509 株 25年3月期2Q 9,619,898 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） 業績予想などの将来予測情報に関する説明 」 をご覧ください。  
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果が実体経済にも波及したことで実質ＧＤＰ成長

率はプラス成長となり、足元の景気は順調なペースで回復してきました。今後も海外経済の持ち直しによる輸出の

回復や緊急経済対策関連の公共投資の増加などに期待するものの、設備投資の回復力につきましては、依然として

脆弱な状況で推移することも予想され、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製品開発に取り組み、営業力の戦力強化を図り、売上

拡大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が伸び悩み、売上高は4,174百万円（前年同期

4,058百万円）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節減等に努めましたものの、価格競合等の影響により営業利益

は13百万円（前年同期51百万円）、経常利益は22百万円（前年同期57百万円）、四半期純利益は10百万円（前年同

期31百万円）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拡販策により、国内向け売上高は457百万円（対前年同期比

7.4％増）となりました。輸出は、主力取引先であるイラン向けの受注が、経済制裁等の影響により昨年同様低調

に推移し、売上高は44百万円（対前年同期比7.8％減）となり、ショベル類全体の売上高は501百万円（対前年同期

比5.9％増）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、懸命な拡販策の展開、新規販路の開拓と新製品

の投入等により、売上高は2,608百万円（対前年同期比6.5％増）となり、生活関連用品全体の売上高は3,109百万

円（対前年同期比6.4％増）となりました。 

（物流機器） 

 物流機器関連は、企業の投資マインドに対する根強い慎重姿勢から依然として伸び悩んだ状況となり、売上高は

1,064百万円（対前年同期比6.1％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

① 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、28百万円増加し4,210百万円（前事業年度末は4,181百万円）となりました。これは主に現金及び預

金が113百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が64百万円、商品及び製品が79百万円それぞれ増加したこと

によるものであります。 

 固定資産は、53百万円増加し1,346百万円（前事業年度末は1,293百万円）となりました。これは主に投資有価証

券が43百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、81百万円増加し5,556百万円（前事業年度末は5,475百万円）となりました。 

（負債） 

 流動負債は、129百万円増加し2,962百万円（前事業年度末は2,833百万円）となりました。これは主に短期借入

金が14百万円、未払法人税等が32百万円それぞれ減少したものの、支払手形及び買掛金が198百万円増加したこと

によるものであります。 

 固定負債は、36百万円減少し214百万円（前事業年度末は250百万円）となりました。これは主に長期借入金が43

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、92百万円増加し3,176百万円（前事業年度末は3,083百万円）となりました。 

（純資産） 

 純資産は、11百万円減少し2,380百万円（前事業年度末は2,391百万円）となりました。これは主にその他有価証

券評価差額金が25百万円増加したものの、利益剰余金が27百万円、繰延ヘッジ損益が８百万円それぞれ減少したこ

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
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② キャッシュ・フローの状況の分析 

 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107百万円減少し、699百万円となりました。 

 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、44百万円（前年同期は63百万円の収入）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212百万円となったものの、仕入債務の増加額が277

百万円となったためであります。 

（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、57百万円（前年同期は24百万円の支出）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42百万円となったものの、有形および無形固定資産の取得による支出の合計が86百万円となっ

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、95百万円（前年同期は69百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金

の返済による支出57百万円と配当金の支払額38百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期累計期間の状況を踏まえて、平成26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25年10月21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 

  該当事項はありません。 

   

   

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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 896,534 782,879

受取手形及び売掛金 1,741,605 1,806,431

商品及び製品 999,192 1,078,610

仕掛品 35,459 33,804

原材料及び貯蔵品 130,564 133,426

未収入金 322,087 315,756

その他 64,681 64,820

貸倒引当金 △8,200 △5,700

流動資産合計 4,181,926 4,210,029

固定資産   

有形固定資産 333,712 337,349

無形固定資産 94,127 90,082

投資その他の資産   

投資有価証券 489,122 532,804

その他 377,228 386,696

貸倒引当金 △825 △465

投資その他の資産合計 865,525 919,034

固定資産合計 1,293,365 1,346,466

資産合計 5,475,291 5,556,495

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,677,925 1,876,894

短期借入金 835,706 821,516

未払法人税等 40,953 8,946

賞与引当金 69,600 63,100

その他 209,149 191,904

流動負債合計 2,833,334 2,962,361

固定負債   

長期借入金 102,856 59,688

退職給付引当金 134,400 134,800

その他 13,400 19,529

固定負債合計 250,656 214,017

負債合計 3,083,990 3,176,378
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25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 1,092,213 1,064,593

自己株式 △85,303 △85,303

株主資本合計 2,345,918 2,318,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,688 70,071

繰延ヘッジ損益 694 △8,253

評価・換算差額等合計 45,383 61,818

純資産合計 2,391,301 2,380,116

負債純資産合計 5,475,291 5,556,495
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,058,075 4,174,453

売上原価 3,069,222 3,199,732

売上総利益 988,852 974,720

販売費及び一般管理費 937,702 961,678

営業利益 51,150 13,042

営業外収益   

受取配当金 9,468 9,045

受取保険金 2,163 7,533

その他 6,094 4,766

営業外収益合計 17,726 21,344

営業外費用   

支払利息 7,523 7,653

手形売却損 3,570 4,067

その他 392 441

営業外費用合計 11,486 12,162

経常利益 57,390 22,224

税引前四半期純利益 57,390 22,224

法人税、住民税及び事業税 25,000 4,000

法人税等調整額 941 7,373

法人税等合計 25,941 11,373

四半期純利益 31,449 10,850
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 57,390 22,224

減価償却費 31,681 30,811

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,500 400

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 △6,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,804 △2,859

受取利息及び受取配当金 △9,880 △9,382

支払利息 7,523 7,653

売上債権の増減額（△は増加） △54,019 △96,070

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,128 △80,624

仕入債務の増減額（△は減少） 157,273 277,522

その他 △8,437 △64,024

小計 91,599 79,152

利息及び配当金の受取額 9,993 9,380

利息の支払額 △7,619 △8,162

法人税等の支払額 △30,583 △35,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,391 44,758

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 △18,000 △16,634

定期預金の払戻による収入 25,361 22,592

投資有価証券の取得による支出 △3,211 △3,337

有形固定資産の取得による支出 △30,466 △48,827

無形固定資産の取得による支出 △18,008 △37,397

保険積立金の払戻による収入 37,551 42,002

その他 △17,762 △15,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,536 △57,067

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 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △41,280 △57,358

自己株式の取得による支出 △140 △0

配当金の支払額 △28,504 △38,030

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,924 △95,388

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） △31,069 △107,697

現金及び現金同等物の期首残高 768,629 807,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 737,559 699,692
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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）四半期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）

４．補足情報

       期  別 

  

  

 品 種 別 

前第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 ）

 当第２四半期累計期間 

（ 自 平成 25年  4月  1日   

   至 平成 25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  425,560  89.8    457,110  91.1    31,550  7.4

輸  出  48,231  10.2    44,478  8.9    △3,753  △7.8

小  計  473,792  100.0  11.7  501,588  100.0  12.0  27,796  5.9

農

業

用

機

器

類 

ア 

ウ 

ト 

ド 

ア 

・ 

国  内  2,432,504  99.3    2,594,463  99.5    161,959  6.7

輸  出  17,480  0.7    13,714  0.5    △3,765  △21.5

小  計  2,449,985  100.0  60.3  2,608,178  100.0  62.5  158,193  6.5

小 

計 

国  内  2,858,065  97.8    3,051,574  98.1    193,509  6.8

輸  出  65,712  2.2    58,192  1.9    △7,519  △11.4

小  計  2,923,777  100.0  72.0  3,109,767  100.0  74.5  185,990  6.4

物 

流 

機 

器 

国  内  1,134,297  100.0    1,064,686  100.0    △69,611  △6.1

輸  出  －  －    －  －    －  －

小  計  1,134,297  100.0  28.0  1,064,686  100.0  25.5  △69,611  △6.1

合 

  

計 

国  内  3,992,363  98.4    4,116,260  98.6    123,897  3.1

輸  出  65,712  1.6    58,192  1.4    △7,519  △11.4

合  計  4,058,075  100.0  100.0  4,174,453  100.0  100.0  116,378  2.9
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