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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の経済は、新政権による経済・金融政策により、円安、株高が進行し

景気回復への期待感が高まりましたが、雇用情勢や所得環境の改善にむけた実感はなく、先行き不透明な状況で推

移いたしました。 

 このような経済環境のなか、当社グループにおきましては、前期に引き続き「防災・省エネ・ＩＴ」をキーワー

ドに設備投資を実施するとともに、お客様のニーズに合った新製品の開発を継続するなど、製品競争力の強化およ

び販売店との関係強化を図り安定した受注確保に取り組んでまいりました。 

 車両関係事業では、新型車の販売が引き続き好調であったため、前年同期の実績を大きく上回りました。また、

産業機械事業も前年同期の実績を上回り、冷間鍛造事業は前年同期並みとなりました。一方、電機機器事業は前年

同期の実績を下回りました。 

 これらの結果、当社グループの売上高は前年同期比22.3％増の56億９百万円となりました。利益面では、経常損

失３千１百万円（前年同期は６千２百万円の損失）、四半期純損失３千８百万円（前年同期は２千２百万円の損

失）となりました。 

 なお、前年同期には、固定資産売却益４千８百万円を特別利益に計上しております。 

  

〔産業機械事業〕 

 主要な販売先である食品やトイレタリー業界をはじめとして、設備投資への意欲をみせはじめており、大型案件

の売上は少なかったものの、売上高は前年同期比10.4％増の５億７千６百万円となりました。利益面では、開発要

素の多い案件の売上による原価高および仕掛品の評価損を売上原価に計上したこと、また、前年同期のような利益

率の高い大型案件の売上がなかったこともあり、セグメント損失（営業損失）は６千９百万円（前年同期は７百万

円の利益）となりました。 

  

〔冷間鍛造事業〕 

 電動工具部品は売上を伸ばしましたが、自動車部品は伸び悩みました。一方、事務機・産業機械部品は前年同期

並みに推移いたしました。これらの結果、売上高は前年同期比0.1％減の４億１千６百万円となりました。利益面

では、老朽化した生産設備の修繕を実施したため、セグメント利益（営業利益）は前年同期比16.4％減の３千３百

万円となりました。 

  

〔電機機器事業〕 

 設備機器においては、大型物件を売り上げることができたため、前年同期の実績を上回りました。しかし、主力

のＦＡ関連機器は、液晶や半導体関連装置の機械メーカーなどを中心に需要が低調であったため、前年同期の実績

を下回りました。また、空調・冷熱機器は入替需要の獲得に努めましたが、前年同期にあったような大型物件の売

上がなかったため、前年同期の実績を下回りました。これらの結果、売上高は前年同期比5.2％減の７億４千８百

万円となりました。利益面では、減収および人員の増加による経費増などにより、セグメント利益（営業利益）は

前年同期比93.9％減の１百万円となりました。 

  

〔車両関係事業〕 

 新車販売は、平成23年12月に投入した新型インプレッサ及び平成24年10月に投入した新型フォレスターが引き続

き好調に推移し、高価格な登録車の販売台数が大幅に増加いたしました。また、輸入車販売、中古車販売、サービ

ス部品部門も前年同期の実績を上回りました。これらの結果、売上高は前年同期を大きく上回り、前年同期比

35.7％増の38億４千３百万円、セグメント利益（営業利益）は、増収により１億４千３百万円（前年同期は７百万

円の損失）となりました。 

  

〔不動産等賃貸事業〕 

 売上高は、前年同期比10.8％減の２千３百万円、セグメント利益（営業利益）は、減収により前年同期比46.2％

減の７百万円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、170億４千９百万円となり、前連結会計年度末から７億１千１百万

円減少いたしました。 

 この内、流動資産は78億９千１百万円となり、前連結会計年度末から12億１千７百万円減少たしました。これは

主に、現金及び預金の減少８億８千８百万円、受取手形及び売掛金の減少９億４千万円、商品及び製品の増加１億

７千６百万円、仕掛品の増加３億９千１百万円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



 固定資産は91億５千８百万円となり、前連結会計年度末から５億６百万円増加いたしました。これは主に建物及

び構築物の増加１億８千２百万円、時価評価による投資有価証券の増加３億７百万円によるものであります。 

 負債合計は46億３千万円となり、前連結会計年度末から８億５百万円減少いたしました。これは主に、支払手形

及び買掛金の減少３億７千２百万円、未払法人税等の減少１億９千３百万円、賞与引当金の減少１億６千９百万

円、流動負債のその他の減少１億７千２百万円によるものであります。 

 純資産合計は前連結会計年度末とほぼ同額の124億１千８百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成25年５月10日付当社「平成25年

３月期 決算短信」にて公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

     

（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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算方法   

 当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合 

 理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 3,716,630 2,828,617

受取手形及び売掛金 3,506,514 2,566,407

商品及び製品 823,315 999,554

仕掛品 499,779 891,081

原材料及び貯蔵品 27,361 26,860

その他 538,183 580,792

貸倒引当金 △2,446 △1,909

流動資産合計 9,109,339 7,891,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,803,949 1,986,116

土地 3,289,247 3,276,245

その他（純額） 1,233,774 1,236,708

有形固定資産合計 6,326,971 6,499,070

無形固定資産 154,598 156,438

投資その他の資産   

投資有価証券 1,794,948 2,102,775

その他 375,275 399,979

貸倒引当金 △146 △146

投資その他の資産合計 2,170,077 2,502,608

固定資産合計 8,651,647 9,158,117

資産合計 17,760,987 17,049,521

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,299,564 1,927,111

短期借入金 50,704 50,704

未払法人税等 261,191 67,859

賞与引当金 370,049 200,865

資産除去債務 6,092 6,092

その他 1,258,633 1,085,831

流動負債合計 4,246,235 3,338,463

固定負債   

長期借入金 312,198 301,147

退職給付引当金 277,290 281,425

役員退職慰労引当金 115,409 116,989

資産除去債務 42,118 42,263

その他 442,659 550,563

固定負債合計 1,189,674 1,292,388

負債合計 5,435,910 4,630,852



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,337,000 1,337,000

資本剰余金 1,833,576 1,833,576

利益剰余金 8,499,596 8,395,916

自己株式 △697 △5,757

株主資本合計 11,669,474 11,560,734

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 655,602 857,933

その他の包括利益累計額合計 655,602 857,933

純資産合計 12,325,077 12,418,668

負債純資産合計 17,760,987 17,049,521



（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 4,588,285 5,609,295

売上原価 3,615,815 4,548,589

売上総利益 972,469 1,060,706

販売費及び一般管理費 1,055,986 1,123,037

営業損失（△） △83,517 △62,330

営業外収益   

受取利息 125 257

受取配当金 15,071 18,444

その他 13,099 19,806

営業外収益合計 28,295 38,509

営業外費用   

支払利息 1,691 1,297

売上割引 5,412 5,737

その他 462 924

営業外費用合計 7,566 7,958

経常損失（△） △62,787 △31,779

特別利益   

固定資産売却益 48,665 738

特別利益合計 48,665 738

特別損失   

固定資産売却損 － 320

固定資産除却損 886 3,278

投資有価証券評価損 4,601 －

特別損失合計 5,487 3,599

税金等調整前四半期純損失（△） △19,609 △34,640

法人税等 3,180 4,216

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △22,789 △38,857

四半期純損失（△） △22,789 △38,857



（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損失（△） △22,789 △38,857

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75,830 202,331

その他の包括利益合計 △75,830 202,331

四半期包括利益 △98,620 163,473

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,620 163,473

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 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）
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