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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 17,219 6.0 716 34.2 752 41.8 501 29.4

29年３月期第２四半期 16,247 5.9 534 28.8 530 22.2 387 30.9
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 709百万円( 27.8％) 29年３月期第２四半期 554百万円( －％)
　

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

30年３月期第２四半期 31.24 －

29年３月期第２四半期 24.14 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 30,213 10,232 33.9

29年３月期 28,919 9,636 33.3
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 10,232百万円 29年３月期 9,636百万円
　

　　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 0.00 － 7.00 7.00

30年３月期 － 0.00

30年３月期(予想) － 7.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

29年３月期期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 特別配当 2円00銭
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 34,300 △3.2 1,450 △17.7 1,450 △18.6 1,000 △23.0 62.34
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期２Ｑ 16,100,000株 29年３月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 61,104株 29年３月期 60,403株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 16,039,477株 29年３月期２Ｑ 16,041,016株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、国内需要の強さや世界経済の緩やかな回復を背景に、引き続き

回復基調で推移いたしました。しかしながら、欧米の政治動向ならびに東アジア情勢により、景気の先行きは不透

明な状況が続いております。

当社グループの主要顧客である建設業界においては、公共投資に底堅い動きが見られたものの、引き続き労務費

の高騰や地域別において需要格差が残るなど厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは中期３ヶ年経営計画の２年目となる当第２四半期連結累計期間にお

いて、他社との差別化と効率化の推進によるコアビジネスの強化、戦略的投資によるビジネス領域の拡大に取り組

んでまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比6.0％増加の17,219百万円

余となりました。損益につきましては、連結営業利益は前年同期比34.2％増加の716百万円余、連結経常利益は前

年同期比41.8％増加の752百万円余、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比29.4％増加の501百万円余と

なりました。

なお、当第２四半期連結累計期間のセグメント別売上高の概要は、次のとおりであります。

建設機械関連事業

建設機械関連事業の売上高は、前年同期比13.4％増加の10,660百万円余となりました。

　建設機械関連商品は、建設機械の新車販売が好調に推移したことから、前年同期比19.0％増加の6,283百万円余、

建設機械関連レンタルは、前年同期比4.8％増加の1,640百万円余、建設機械関連サービスは、前年同期比7.4％増

加の2,736百万円余となりました。

産業・鉄構機械等関連事業

産業・鉄構機械等関連事業の売上高は、前年同期比3.9％減少の5,564百万円余となりました。

　産業機械関連製品は、前年同期比4.9％増加の3,653百万円余、産業機械関連商品は、前年同期比25.5％減少の

398百万円余となりました。

鉄構機械関連製品においては、前年同期比23.7％減少の881百万円余となりました。産業機械関連その他は、前

年同期比2.2％増加の631百万円余となりました。

介護用品関連事業

介護用品関連事業の売上高は、前年同期比4.7％増加の640百万円余となりました。

その他

その他の事業の売上高は、前年同期比21.3％減少の353百万円余となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,352百万円余増加し17,143百万円

余となりました。これは主に、現金及び預金が473百万円余、たな卸資産が690百万円余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、前連結会計年度末に比べ58百万円余減少し13,069百万円余となりました。これは主に、保有株式の

市場価格上昇により投資有価証券が306百万円余増加したものの、貸与資産等の有形固定資産が377百万余減少した

ことによるものであります。

これにより、資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,293百万円余増加し30,213百万円余となりました。

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ886百万円余増加し14,354百万円余

となりました。これは主に、買掛金が増加したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ189百万円余減少し5,626百万円余となりました。これは主に、長期借入金

が減少したことによるものであります。

これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ697百万円余増加し19,980百万円余となりました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ596百万円余増加し10,232百万円

余となりました。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものであります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は33.9％(前連結会計年度末は33.3％)となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて473百万円余増加し4,143

百万円余となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,583百万円余(前年同期は1,085百万円余)

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益746百万円余（前年同期は528百万円余の利益）、減価償却

費1,054百万円余（前年同期は1,002百万円余）の計上、仕入債務の増加1,377百万円余（前年同期は983百万円余の

減少）によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△640百万円余(前年同期は△306百万円余)

となりました。これは主に、貸与資産等有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、△470百万円余(前年同期は△714百万円余)

となりました。これは主に、長期借入金の返済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

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。

決算短信（宝印刷） 2017年11月02日 09時12分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社前田製作所(6281) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 4 ―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,690,603 4,163,844

受取手形及び売掛金 9,000,200 9,375,657

たな卸資産 2,471,778 3,162,578

繰延税金資産 239,464 187,506

未収入金 398,063 238,777

その他 43,669 67,893

貸倒引当金 △52,382 △52,509

流動資産合計 15,791,396 17,143,748

固定資産

有形固定資産

貸与資産 15,187,127 15,175,601

減価償却累計額 △11,104,417 △11,458,168

貸与資産（純額） 4,082,710 3,717,432

建物及び構築物 7,939,297 8,010,272

減価償却累計額 △6,025,879 △6,107,922

建物及び構築物（純額） 1,913,417 1,902,349

機械装置及び運搬具 2,234,184 2,237,464

減価償却累計額 △1,681,450 △1,721,392

機械装置及び運搬具（純額） 552,734 516,071

土地 2,752,209 2,751,215

リース資産 1,698,263 1,742,098

減価償却累計額 △471,938 △478,091

リース資産（純額） 1,226,325 1,264,006

その他 765,953 769,424

減価償却累計額 △628,161 △632,524

その他（純額） 137,791 136,899

有形固定資産合計 10,665,187 10,287,975

無形固定資産

借地権 41,148 41,148

ソフトウエア 51,663 49,007

その他 242 14,557

無形固定資産合計 93,053 104,712

投資その他の資産

投資有価証券 2,278,191 2,584,788

その他 145,408 148,619

貸倒引当金 △53,478 △56,362

投資その他の資産合計 2,370,121 2,677,044

固定資産合計 13,128,362 13,069,733

資産合計 28,919,759 30,213,482

決算短信（宝印刷） 2017年11月02日 09時12分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社前田製作所(6281) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,981,094 7,188,309

短期借入金 4,895,957 5,199,385

リース債務 454,207 352,410

未払法人税等 457,737 201,231

賞与引当金 507,243 474,900

役員賞与引当金 37,200 －

その他 1,134,344 938,395

流動負債合計 13,467,784 14,354,632

固定負債

長期借入金 2,185,856 1,817,342

リース債務 837,634 984,657

繰延税金負債 339,334 451,779

退職給付に係る負債 2,029,165 1,996,860

その他 423,891 375,405

固定負債合計 5,815,881 5,626,045

負債合計 19,283,666 19,980,677

純資産の部

株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 5,365,583 5,754,342

自己株式 △19,145 △19,451

株主資本合計 8,606,437 8,994,891

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,043,938 1,252,417

退職給付に係る調整累計額 △14,283 △14,504

その他の包括利益累計額合計 1,029,654 1,237,913

純資産合計 9,636,092 10,232,804

負債純資産合計 28,919,759 30,213,482
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 16,247,683 17,219,063

売上原価 13,336,929 14,026,820

売上総利益 2,910,753 3,192,242

販売費及び一般管理費 2,376,684 2,475,693

営業利益 534,069 716,548

営業外収益

受取利息 2,769 5,706

受取配当金 25,964 26,128

為替差益 － 17,030

不動産賃貸料 6,762 6,769

契約解約金 22,388 －

その他 15,414 17,888

営業外収益合計 73,300 73,524

営業外費用

支払利息 26,802 23,693

為替差損 31,931 －

手形売却損 10,192 5,939

その他 7,947 8,399

営業外費用合計 76,874 38,031

経常利益 530,495 752,041

特別利益

固定資産売却益 2,049 －

特別利益合計 2,049 －

特別損失

固定資産除却損 3,286 4,082

減損損失 545 993

特別損失合計 3,831 5,075

税金等調整前四半期純利益 528,713 746,965

法人税、住民税及び事業税 113,721 170,349

法人税等調整額 27,783 75,579

法人税等合計 141,505 245,929

四半期純利益 387,208 501,036

親会社株主に帰属する四半期純利益 387,208 501,036
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 387,208 501,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 166,188 208,479

退職給付に係る調整額 1,507 △220

その他の包括利益合計 167,696 208,258

四半期包括利益 554,905 709,294

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 554,905 709,294

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 528,713 746,965

減価償却費 1,002,456 1,054,489

減損損失 545 993

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,638 3,012

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,400 △32,343

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △37,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 17,376 △32,525

受取利息及び受取配当金 △28,734 △31,834

支払利息 26,802 23,693

為替差損益（△は益） 4,299 △519

有形固定資産除却損 3,286 4,082

有形固定資産売却損益（△は益） △2,049 －

売上債権の増減額（△は増加） 926,150 △375,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,077 △687,896

未収入金の増減額（△は増加） 161,558 159,285

仕入債務の増減額（△は減少） △983,882 1,377,240

未払費用の増減額（△は減少） △8,926 △18,135

前受金の増減額（△は減少） 39,256 18,011

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,473 △169,051

その他 △136,646 △4,599

小計 1,520,563 1,998,210

利息及び配当金の受取額 28,733 31,833

利息の支払額 △27,395 △23,626

法人税等の支払額 △436,833 △422,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,085,067 1,583,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △280,267 △596,846

有形固定資産の売却による収入 2,050 －

無形固定資産の取得による支出 △6,335 △28,472

投資有価証券の取得による支出 △59,001 △9,294

投資有価証券の売却による収入 600 －

貸付けによる支出 △2,080 △9,991

貸付金の回収による収入 6,527 6,229

その他 32,115 △2,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △306,390 △640,774

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） △1,618,368 303,427

長期借入れによる収入 1,600,000 －

長期借入金の返済による支出 △288,012 △368,514

自己株式の純増減額（△は増加） △45 △305

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △110,766 △113,404

設備関係割賦債務の返済による支出 △184,630 △179,318

配当金の支払額 △112,287 △112,277

財務活動によるキャッシュ・フロー △714,111 △470,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,299 519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,266 473,241

現金及び現金同等物の期首残高 2,762,566 3,670,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,822,833 4,143,844
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,396,532 5,790,304 612,087 15,798,923 448,759 16,247,683 － 16,247,683

セグメント間の内部
売上高又は振替高

53,245 248,076 － 301,322 197,005 498,328 △498,328 －

計 9,449,777 6,038,380 612,087 16,100,245 645,765 16,746,011 △498,328 16,247,683

セグメント利益又は
損失（△）

493,341 376,598 46,712 916,651 △28,211 888,440 △354,370 534,069

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車販売、車検・整備、シリン

ダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△354,370千円には、連結消去に伴う調整額△28,217千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△326,152千円が含まれております。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試験研究費であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 545 545
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

建設機械
関連事業

産業・鉄
構機械等
関連事業

介護用品
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 10,660,105 5,564,792 640,849 16,865,747 353,315 17,219,063 － 17,219,063

セグメント間の内部
売上高又は振替高

63,891 291,706 8 355,605 278,890 634,495 △634,495 －

計 10,723,996 5,856,498 640,857 17,221,352 632,206 17,853,558 △634,495 17,219,063

セグメント利益又は
損失（△）

514,590 505,989 49,038 1,069,618 △14,578 1,055,040 △338,491 716,548

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新分野の製品企画及び販売、自動

車販売、保険代理店業、シリンダー製造・販売事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△338,491千円には、連結消去に伴う調整額△13,227千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△325,263千円が含まれております。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試験研究費であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
建設機械
関連事業

産業・鉄構機
械等関連事業

介護用品
関連事業

計

減損損失 － － － － － 993 993
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