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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による積極的な経済政策や円安・株高傾向を背景に、企業の景

況感の改善や個人消費の増加が見られるなど緩やかに回復してまいりました。一方、世界経済は、新興国経済は伸

び悩む傾向が見られ、また、欧州の景気回復が足踏み状態にあるなど先行き不透明な状況が続きました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては主力の建設関連分野で被災地域の復旧・復興工事や防災・

災害対策工事などの公共投資が増加しているほか、企業収益の改善などにより、民間投資にも持ち直しの動きが見

られました。一方、海外においては主力のアメリカ市場において排出ガス規制の影響で一部買い控えが見られ厳し

い状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、建設関連分野における受注を強化するとともに、非建設

関連分野においても非常用発電機の積極的な販売活動を行った結果、売上高は356億42百万円（前年同期比2.8％

増）となりました。また、利益面におきましては、海外生産工場の原価率が改善したこともあり、営業利益は32億

71百万円（同6.9％増）となり、経常利益は35億72百万円（同7.5％増）、四半期純利益は23億38百万円（同15.4％

増）となりました。  

セグメント別概況は次のとおりです。 

（日 本） 

日本では、国内向けは、主力のリース・レンタル業界向けに発電機や小型溶接機の出荷が堅調に推移したほか、

LPガスを燃料とする非常用発電機の出荷が増加し、また、海外向けは、アジア向け発電機の出荷が堅調に推移した

ことから、売上高は264億28百万円（前年同期比10.9%増）となり、営業利益は、26億83百万円（同2.9％増）となり

ました。  

（アメリカ） 

アメリカは、経済が引き続き緩やかな回復傾向にありますが、アメリカ国内における排出ガス規制に伴う買い控

えの影響などによりレンタル市場向け発電機の出荷が減少し、売上高は51億58百万円（同21.5％減）の減収となり

ました。一方、円安の影響で日本から調達する部品価格の改善などもあり、営業利益は1億26百万円（同9.3％増）

となりました。 

（アジア） 

アジアは、鉱山開発向けの発電機の出荷が落ち着いたものの、インフラの整備工事向けなど全般的に発電機の需

要が堅調に推移し、売上高は38億67百万円（同1.0％増）となりました。また、昨年度に本格稼働を開始したデンヨ

ーベトナムCO.,LTD.の生産が安定してきたことによる原価率の改善もあり、営業利益は3億62百万円（同95.0％増）

となりました。 

（欧 州） 

欧州は、一部地域では景気回復の兆しが見られるものの、欧州全体としては依然として低迷している影響によ

り、売上高は1億87百万円（同56.5％減）、営業損失は28百万円（前年同期は8百万円の営業利益）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

流動資産は、385億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億34百万円増加いたしました。これは主に、現金

及び預金の増加9億64百万円と、有価証券の減少9億99百万円や、たな卸資産の増加17億25百万円などによるもので

あります。 

固定資産は、209億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億69百万円増加いたしました。これは主に、機械

装置及び運搬具の増加1億47百万円や、保有株式の評価替等による投資有価証券の増加12億74百万円などによるもの

であります。 

この結果、資産合計は、595億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億4百万円増加いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

流動負債は、121億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億41百万円減少いたしました。これは主に、支払

手形及び買掛金の増加4億66百万円や、未払法人税等の減少6億11百万円などによるものであります。 

固定負債は、36億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億9百万円増加いたしました。これは主に、長期借

入金が3億円減少したことや保有株式の評価替等により繰延税金負債が6億45百万円増加したことなどによるもので

あります。 

この結果、負債合計は、158億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億68百万円増加いたしました。 

（純資産） 

純資産は、436億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億35百万円増加いたしました。これは主に、四半期

純利益の計上23億38百万円と、その他の包括利益累計額の増加15億86百万円や、配当金の支払5億24百万円などによ

るものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.7％上昇し、71.1％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 

今後の経済見通しにつきましては、国内は消費税増税に伴う駆け込み需要も見込まれ、引き続き緩やかな回復が

継続するものと期待されます。一方、海外においては、新興国経済の減速懸念や欧州経済の停滞など先行き不透明

な状況が続くと見込まれますが、連結業績予想につきましては、平成25年5月9日に公表いたしました予想から変更

はしておりません。   

（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 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）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。  

   

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,020 9,985

受取手形及び売掛金 17,887 18,263

有価証券 1,499 499

商品及び製品 4,074 4,771

仕掛品 566 826

原材料及び貯蔵品 2,331 3,099

その他 1,083 1,151

貸倒引当金 △49 △49

流動資産合計 36,413 38,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,661 4,746

機械装置及び運搬具（純額） 1,705 1,852

土地 4,716 4,776

建設仮勘定 93 150

その他（純額） 151 173

有形固定資産合計 11,328 11,699

無形固定資産 372 396

投資その他の資産   

投資有価証券 7,393 8,668

その他 215 212

貸倒引当金 △8 △5

投資その他の資産合計 7,600 8,875

固定資産合計 19,301 20,971

資産合計 55,715 59,519

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,744 9,210

短期借入金 947 822

未払法人税等 1,125 514

未払費用 542 659

賞与引当金 521 343

役員賞与引当金 76 54

製品保証引当金 205 195

その他 258 379

流動負債合計 12,420 12,179

固定負債   

長期借入金 800 500

退職給付引当金 494 462

繰延税金負債 1,426 2,071

その他 420 616

固定負債合計 3,141 3,651

負債合計 15,562 15,831
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,954 1,954

資本剰余金 1,754 1,755

利益剰余金 35,398 37,212

自己株式 △1,311 △1,616

株主資本合計 37,795 39,305

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,117 3,235

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △705 △234

その他の包括利益累計額合計 1,413 3,000

少数株主持分 943 1,383

純資産合計 40,152 43,688

負債純資産合計 55,715 59,519
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 34,669 35,642

売上原価 26,389 26,823

売上総利益 8,280 8,818

販売費及び一般管理費 5,218 5,547

営業利益 3,061 3,271

営業外収益   

受取利息 27 29

受取配当金 89 95

受取家賃 53 50

持分法による投資利益 46 36

為替差益 31 61

その他 83 80

営業外収益合計 332 354

営業外費用   

支払利息 25 16

売上割引 20 19

その他 23 17

営業外費用合計 69 53

経常利益 3,323 3,572

特別利益   

固定資産売却益 0 107

投資有価証券売却益 0 51

段階取得に係る差益 － 50

特別利益合計 0 210

特別損失   

固定資産処分損 4 3

特別損失合計 4 3

税金等調整前四半期純利益 3,320 3,779

法人税、住民税及び事業税 1,017 1,232

法人税等調整額 212 142

法人税等合計 1,229 1,374

少数株主損益調整前四半期純利益 2,090 2,404

少数株主利益 64 66

四半期純利益 2,025 2,338
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主利益 64 66

少数株主損益調整前四半期純利益 2,090 2,404

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 138 1,113

繰延ヘッジ損益 2 △1

為替換算調整勘定 74 504

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 31

その他の包括利益合計 200 1,647

四半期包括利益 2,290 4,052

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,189 3,924

少数株主に係る四半期包括利益 101 127
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。 

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 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報  

（注）セグメント利益又はセグメント損失の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれており

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 

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）

（セグメント情報等）

              （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客への売上高  23,833  6,575  3,828  431  34,669  －  34,669

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 4,572  111  419  －  5,104  (5,104)  －

計  28,406  6,687  4,248  431  39,773  (5,104)  34,669

セグメント利益 

（営業利益） 
 2,607  115  186  8  2,917  143  3,061

              （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高               

 外部顧客への売上高  26,428  5,158  3,867  187  35,642  －  35,642

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,890  161  1,452  0  5,505  (5,505)  －

計  30,319  5,320  5,320  188  41,148  (5,505)  35,642

セグメント利益又はセグメント損

失（△） 

（営業利益又は営業損失（△）） 

 2,683  126  362  △28  3,143  127  3,271
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（単位：百万円）

（注）1. 前連結会計年度末より製品区分の方法を一部見直したことから、前第３四半期連結累計期間の「発電機関連」

及び「その他」の金額を組み替えて表示しております。 

   2. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：百万円）

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。  

５．補足情報

（１）製品区分別の販売実績

製品区分の名称 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

発電機関連  26,586  27,374

溶接機関連  3,695  3,688

コンプレッサー関連  632  684

その他  3,754  3,894

合計  34,669  35,642

（２）地域ごとの販売実績

地域の名称 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

日本  19,625  22,172

アメリカ  7,703  6,423

アジア  5,443  5,544

その他  1,897  1,501

合計  34,669  35,642
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