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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 17,729 3.7 645 11.0 680 9.4 447 5.4

2019年３月期第２四半期 17,091 △0.7 581 △18.9 621 △17.3 424 △15.2
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 378百万円(△11.3％) 2019年３月期第２四半期 426百万円(△39.9％)
　

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

2020年３月期第２四半期 27.96 －

2019年３月期第２四半期 26.46 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 29,487 11,666 39.6

2019年３月期 31,372 11,490 36.6
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 11,666百万円 2019年３月期 11,490百万円
　

　　

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

2019年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2020年３月期 － 0.00

2020年３月期(予想) － 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 37,000 1.4 1,700 0.6 1,750 △0.2 1,150 22.0 71.60
(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) 2020年３月期２Ｑ 16,100,000株 2019年３月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 125,103株 2019年３月期 27,305株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 16,012,654株 2019年３月期２Ｑ 16,051,455株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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わが国経済は、中国経済やIT需要の低迷をはじめ、米中間の関税問題、ブレ

グジット交渉を巡る政局不安等の影響を受け、先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループの主要顧客である建設業界においては、消費増税前の駆け込み着工等により、高水準な受注を維持

している一方で、労働需要のひっ迫に伴う人件費高騰による建設コスト増も継続する状況にありました。

このような経営環境のもと、当社グループは、他社との差別化と効率化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3.7％増加の17,729百万円余となりました。損益につきましては、連結営業利益は前年同期比11.0％増加

の645百万円余、連結経常利益は前年同期比9.4％増加の680百万円余、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年

同期比5.4％増加の447百万円余となりました。

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4.7％増加の11,241百万円余となりました。

　建設機械関連商品は、前年同期比9.0％増加の6,644百万円余、建設機械関連レンタルは、前年同期比1.9％減少

の1,719百万円余、建設機械関連サービスは、前年同期比0.4％減少の2,877百万円余となりました。

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2.1％増加の5,397百万円余となりました。

　産業機械関連製品は、前年同期比8.8％増加の3,236百万円余、産業機械関連商品は、前年同期比3.1％増加の590

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29.0％減少の850百万円余となりました。産業機械関連その他は、前

年同期比33.2％増加の720百万円余となりました。

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5.7％増加の682百万円余となりました。

その他

その他の事業の売上高は、前年同期比3.1％減少の407百万円余となりました。

（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1,318百万円余減少し17,579百万円

余となりました。これは主に、たな卸資産が717百万円余増加したものの、現金及び預金が1,108百万円余、受取手

形及び売掛金が911百万円余それぞれ減少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566百万円余減少し11,907百万円余となりました。これは主に、貸与資産

等の有形固定資産が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1,885百万円余減少し29,487百万円余となりました。

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1,707百万円余減少し12,635百万円

余となりました。これは主に、買掛金が788百万円余、未払法人税等が187百万円余それぞれ減少したことによるも

のであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ354百万円余減少し5,185百万円余となりました。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2,061百万円余減少し17,820百万円余となりました。

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176百万円余増加し11,666百万円

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39.6％(前連結会計年度末は36.6％)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、4,860百万円余(前連結会計年度末は5,968百万円

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、837百万円余(前年同期は1,542百万円余)と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益673百万円余（前年同期は611百万円余の利益）、減価償却費

965百万円余（前年同期は1,039百万円余）の計上、売上債権の減少911百万円余（前年同期は686百万円余の減少）

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、△1,019百万円余(前年同期は△843百万円

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、△923百万円余(前年同期は△700百万円余)

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
2020年３月期の連結業績予想につきましては、2019年５月14日に公表いたしました連結業績予想から変更してお

りません。

なお、2019年10月に上陸した台風19号の水害により、当社のサプライヤーが被災し、生産設備等に被害を受けま

した。これにより、今後の当社の生産に影響が出る見込みですが、現在、当社グループの業績に与える影響は精査

中です。今後業績に重大な影響が見込まれ修正が必要と判断された場合には、速やかに公表することといたしま

す。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,988,679 4,880,592

受取手形及び売掛金 9,712,523 8,801,336

たな卸資産 2,748,100 3,465,561

未収入金 329,172 201,515

その他 148,754 273,105

貸倒引当金 △28,838 △42,258

流動資産合計 18,898,392 17,579,854

固定資産

有形固定資産

貸与資産 16,361,066 16,177,693

減価償却累計額 △12,935,237 △13,036,352

貸与資産（純額） 3,425,828 3,141,341

建物及び構築物 8,347,119 8,342,313

減価償却累計額 △6,166,050 △6,210,842

建物及び構築物（純額） 2,181,068 2,131,471

機械装置及び運搬具 2,455,210 2,467,384

減価償却累計額 △1,828,639 △1,882,588

機械装置及び運搬具（純額） 626,570 584,796

土地 2,748,226 2,747,347

リース資産 1,606,005 1,468,626

減価償却累計額 △593,598 △528,388

リース資産（純額） 1,012,406 940,238

その他 863,904 862,708

減価償却累計額 △711,102 △732,125

その他（純額） 152,802 130,582

有形固定資産合計 10,146,903 9,675,778

無形固定資産

借地権 41,148 41,148

ソフトウエア 79,735 83,070

その他 3,892 1,142

無形固定資産合計 124,775 125,361

投資その他の資産

投資有価証券 2,050,237 1,958,664

繰延税金資産 36,832 36,553

その他 176,470 168,664

貸倒引当金 △60,726 △57,503

投資その他の資産合計 2,202,814 2,106,379

固定資産合計 12,474,493 11,907,519

資産合計 31,372,885 29,487,373
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,582,698 6,794,467

短期借入金 3,965,417 3,904,540

リース債務 401,242 294,046

未払法人税等 403,745 216,064

賞与引当金 532,610 520,710

役員賞与引当金 34,000 －

その他 1,423,278 905,919

流動負債合計 14,342,993 12,635,749

固定負債

長期借入金 2,514,156 2,099,302

リース債務 668,124 701,764

繰延税金負債 100,433 110,512

退職給付に係る負債 2,036,339 2,084,587

その他 220,552 188,910

固定負債合計 5,539,606 5,185,077

負債合計 19,882,600 17,820,826

純資産の部

株主資本

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 110,173 111,213

利益剰余金 7,390,079 7,677,028

自己株式 △8,703 △51,131

株主資本合計 10,651,549 10,897,109

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 895,969 823,895

退職給付に係る調整累計額 △57,233 △54,458

その他の包括利益累計額合計 838,736 769,437

純資産合計 11,490,285 11,666,546

負債純資産合計 31,372,885 29,487,373
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 17,091,402 17,729,147

売上原価 13,964,969 14,449,409

売上総利益 3,126,432 3,279,738

販売費及び一般管理費 2,545,316 2,634,569

営業利益 581,115 645,168

営業外収益

受取利息 7,305 7,553

受取配当金 41,574 49,875

為替差益 1,229 －

不動産賃貸料 6,766 9,713

その他 21,512 18,179

営業外収益合計 78,389 85,323

営業外費用

支払利息 24,582 21,733

為替差損 － 16,894

手形売却損 5,657 5,000

その他 7,422 6,380

営業外費用合計 37,662 50,009

経常利益 621,843 680,483

特別損失

固定資産除却損 1,328 6,577

減損損失 8,637 878

特別損失合計 9,965 7,455

税金等調整前四半期純利益 611,877 673,027

法人税、住民税及び事業税 131,077 185,074

法人税等調整額 56,112 40,277

法人税等合計 187,189 225,351

四半期純利益 424,687 447,675

親会社株主に帰属する四半期純利益 424,687 447,675
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 424,687 447,675

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,081 △72,073

退職給付に係る調整額 715 2,774

その他の包括利益合計 1,796 △69,298

四半期包括利益 426,484 378,376

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 426,484 378,376

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 611,877 673,027

減価償却費 1,039,867 965,422

減損損失 8,637 878

貸倒引当金の増減額（△は減少） △151 10,196

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,640 △11,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,700 △34,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 39,139 51,022

受取利息及び受取配当金 △48,880 △57,429

支払利息 24,582 21,733

為替差損益（△は益） △427 2,954

有形固定資産除却損 1,328 6,577

売上債権の増減額（△は増加） 686,485 911,186

たな卸資産の増減額（△は増加） △428,038 △717,101

未収入金の増減額（△は増加） 232,067 127,657

仕入債務の増減額（△は減少） 12,259 △642,383

未払費用の増減額（△は減少） △17,741 △14,210

前受金の増減額（△は減少） 33,366 142,018

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,788 △28,834

その他 △214,990 △238,386

小計 1,891,254 1,168,428

利息及び配当金の受取額 48,879 57,428

利息の支払額 △24,531 △21,556

法人税等の支払額 △372,716 △367,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,542,885 837,259

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 △772,177 △988,218

無形固定資産の取得による支出 △5,747 △23,724

投資有価証券の取得による支出 △68,206 △10,420

貸付けによる支出 △4,500 △3,170

貸付金の回収による収入 7,222 5,267

その他 73 1,137

投資活動によるキャッシュ・フロー △843,334 △1,019,128

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） 127,203 △33,793

長期借入金の返済による支出 △449,934 △441,938

自己株式の取得による支出 △0 △64,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △101,706 △117,419

設備関係割賦債務の返済による支出 △131,741 △104,585

配当金の支払額 △144,350 △160,726

財務活動によるキャッシュ・フロー △700,528 △923,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 427 △2,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △550 △1,108,086

現金及び現金同等物の期首残高 5,123,662 5,968,679

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,123,111 4,860,592
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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 10,740,383 5,285,086 645,698 16,671,168 420,233 17,091,402 － 17,091,402

セグメント間の内部
売上高又は振替高

41,632 403,862 115 445,609 234,556 680,166 △680,166 －

計 10,782,015 5,688,948 645,813 17,116,778 654,790 17,771,568 △680,166 17,091,402

セグメント利益又は
損失（△）

592,554 287,304 69,084 948,943 △34,765 914,178 △333,062 581,115

(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△333,062千円には、連結消去に伴う調整額△18,055千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△315,006千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 － － 5,647 5,647 － 2,989 8,637
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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 11,241,358 5,397,642 682,768 17,321,770 407,377 17,729,147 － 17,729,147

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42,668 340,427 394 383,490 256,719 640,209 △640,209 －

計 11,284,027 5,738,069 683,162 17,705,260 664,097 18,369,357 △640,209 17,729,147

セグメント利益又は
損失（△）

694,257 253,731 103,801 1,051,791 △9,429 1,042,362 △397,193 645,168

(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△397,193千円には、連結消去に伴う調整額△19,724千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△377,469千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 － － － － － 878 878

決算短信（宝印刷） 2019年11月07日 10時47分 12ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）


