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  （百万円未満切捨て）

（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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  5,521  22.3  419  118.0  446  94.9  381  120.6

25年３月期第１四半期  4,515  10.2  192  126.5  229  177.3  172  298.8

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 549百万円（ ％） 363.0   25年３月期第１四半期 118百万円 （ ％） 126.9

  
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 

26年３月期第１四半期  8.99  －

25年３月期第１四半期  4.07  －

  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１四半期  29,137  14,716  50.5  346.60

25年３月期  28,700  14,274  49.7  336.18

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 14,700百万円   25年３月期 14,259百万円 

  
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  － 2.00 －  2.50 4.50

26年３月期  －   

26年３月期（予想）   2.50 －  2.50 5.00

（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．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  11,400  17.9  850  86.6  850  109.7  750  165.5  17.68

通期  21,700  9.0  1,350  52.0  1,270  60.3  1,060  43.9  24.99

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

 連結業績予想の修正については、本日（平成25年８月９日）公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 

  

  
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、【添付資料】４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の

作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。

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１Ｑ 42,620,172株 25年３月期 42,620,172株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 206,669株 25年３月期 203,985株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 42,415,391株 25年３月期１Ｑ 42,421,939株

 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レビュー手続きは終了しております。

 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき

作成したものであり、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

によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 なお、業績予想に関する事項は、【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」をご参照ください。
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（１）経営成績に関する説明 

連結地域区分別売上高表 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）における当企業グループを取り囲む事業環境

は、国内では復興工事本格化とアベノミクスによる高水準の需要環境が続き、海外では中国経済減速と米金融緩和政

策転換に伴う新興国経済の変調が懸念されましたものの、主力の東南アジア及び北米市場は概ね堅調のまま推移致し

ました。 

このような情勢の下で当企業グループでは、国内の需要急増に対して増産体制で臨むとともに、中長期成長戦略で

ある海外市場開拓と国際競争力強化を積極的に進めて参りました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、国内外共に販売が順調に推移し、前年同期比22.3％増の55億２

千万円に拡大させることが出来ました。利益面につきましても、営業利益を前年同期比118.0％増の４億１千万円、

経常利益を同94.9％増の４億４千万円、四半期純利益を同120.6％増の３億８千万円とし、増収増益とすることが出

来ました。 

連結地域区分別売上高状況につきましては、次のとおりであります。 

国内向け売上高は、震災復興工事本格化と緊急経済対策により需要拡大が進むとともに、排ガス規制導入を控えた

駆け込み需要が重なりました結果、前年同期比28.2％増の27億６千万円となりました。 

海外向け売上高は、新興諸国向け販売の減少を北米及び東南アジア市場での販売拡大でカバーし、前年同期比

16.9％増の27億５千万円と致しました。 

北米向け売上高は、道路建設投資が減少する中で住宅建設投資が拡大基調に推移致しました結果、前年同期比

63.1％増の７億９千万円になりました。 

アジア向け売上高は、中国販売が半減し、インドネシア販売も弱含みましたが、メコン川流域諸国での市場開拓が

順調に進みました結果、前年同期比27.4％増の16億４千万円とすることが出来ました。 

中近東・ロシアＣＩＳ向け売上高は、足踏み状態の経済環境の中で販売が振るわず、前年同期比60.2％減の１億円

に留まりました。 

その他市場向け売上高は、オセアニア向け販売が堅調に推移したものの、アフリカ及び中南米向け販売が振るわ

ず、前年同期比32.8％減の２億１千万円に留まりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

  

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 

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 

増 減 

区   分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

    百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

国   内  2,764  50.1  2,156  47.8  608  28.2

海   外  2,756  49.9  2,358  52.2  398  16.9

  北 米  799  14.5  489  10.9  309  63.1

  アジア  1,641  29.7  1,288  28.5  352  27.4

  中近東・ロシアCIS  106  1.9  266  5.9  △160  △60.2

  その他  210  3.8  313  6.9  △102  △32.8

合   計  5,521  100.0  4,515  100.0  1,006  22.3



セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本 

高水準の国内需要環境と超円高水準是正に伴う交易条件回復が進む中、国内販売と輸出ともに拡大し、総売上高は

前年同期比26.9％増の44億９千万円、営業利益は同375.2％増の４億円と、増収増益になりました。 

海外 

米国では住宅建設投資拡大に伴う需要拡大により総売上高は前年同期比65.2％増の８億１千万円に増加致しました

ものの、在庫調整を優先致しました結果、１千万円の営業損失に留まりました。インドネシアでは石炭鉱山低迷の影

響から国内販売が２割減少致しました結果、総売上高は前年同期比3.2％減の11億９千万円、営業利益は46.2％減の

７千万円に減少致しました。中国では、経済減速の影響で国内販売が半減する中で第三国向け輸出を強化し、総売上

高を前年同期比93.9％増の３億円に拡大させましたが、１千万円の営業損失に留まりました。 

（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財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ４億３千万円増加し、291億３千万

円となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金が９億２千円増加し、受取手形及び売掛金が４億９千万円減少、たな卸資

産が１億６千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億１千万円増加し、214億３千万円となりまし

た。 

固定資産につきましては、有形固定資産が８千万円増加、投資有価証券が４千万円増加したこと等により、前連結

会計年度末に比べ１億２千万円増加し、77億円となりました。 

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が２億３千万円増加、短期借入金が１億９千万円増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ６千万円減少し、106億円となりました。 

固定負債につきましては、長期借入金が５千万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ６千万円増加

し、38億２千万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が２億７千万円増加し、その他有価証券評価差額金が１千万円増加したこと等

により、前連結会計年度末に比べ４億４千万円増加し、147億１千万円となりました。これらの結果、自己資本比率

は前連結会計年度末に比べ0.8ポイント増加し、50.5％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 

今後につきましては、新興国経済の変調が懸念されますものの、足元の国内需要が当初予想以上に増勢基調にあ

り、また超円高水準是正に伴う国際競争力底上げにより海外販売も順調に推移しておりますので、平成25年５月15日

発表の連結業績予想値を修正致しました。 

詳細につきましては、本日（平成25年８月９日）公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  
当第１四半期 

連結累計期間 

前第１四半期 

連結累計期間 

増   減 

金  額 増減率 

    百万円 百万円 百万円 ％

日  本 
総売上高  4,497  3,543  953  26.9

営業利益  407  85  321  375.2

米  国 
総売上高  811  491  320  65.2

営業利益  △12  △9  △2  －

インドネシア 
総売上高  1,198  1,238  △39  △3.2

営業利益  70  130  △60  △46.2

中  国 
総売上高  300  155  145  93.9

営業利益  △19  △13  △5  －

調 整 額 
総売上高  △1,286  △913  △373  －

営業利益  △27  △0  △26  －

連  結 
総売上高  5,521  4,515  1,006  22.3

営業利益  419  192  227  118.0



（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 

税金費用については、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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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。 

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 5,068,841 5,988,990

受取手形及び売掛金 7,424,984 6,932,565

商品及び製品 3,989,591 3,863,484

仕掛品 1,623,178 1,566,980

原材料及び貯蔵品 2,526,847 2,544,919

その他 493,933 541,171

貸倒引当金 △2,492 △2,167

流動資産合計 21,124,885 21,435,943

固定資産   

有形固定資産 4,066,776 4,156,099

無形固定資産 175,778 169,632

投資その他の資産   

投資有価証券 2,422,214 2,467,970

長期貸付金 697 500

その他 910,825 908,011

貸倒引当金 △408 △408

投資その他の資産合計 3,333,329 3,376,073

固定資産合計 7,575,883 7,701,804

資産合計 28,700,769 29,137,748

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,918,240 5,155,822

短期借入金 4,169,257 4,364,494

未払法人税等 131,176 113,376

引当金 68,511 68,959

その他 1,379,964 897,907

流動負債合計 10,667,150 10,600,560

固定負債   

長期借入金 2,769,408 2,825,487

引当金 60,343 66,941

その他 928,971 928,752

固定負債合計 3,758,723 3,821,181

負債合計 14,425,873 14,421,742



（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 3,115,199 3,115,199

資本剰余金 6,361,142 6,361,142

利益剰余金 4,378,266 4,653,411

自己株式 △46,580 △47,299

株主資本合計 13,808,027 14,082,453

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 776,264 794,427

為替換算調整勘定 △324,684 △176,413

その他の包括利益累計額合計 451,580 618,013

少数株主持分 15,288 15,538

純資産合計 14,274,895 14,716,006

負債純資産合計 28,700,769 29,137,748



（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 4,515,069 5,521,684

売上原価 3,385,784 4,111,139

売上総利益 1,129,285 1,410,545

販売費及び一般管理費   

運搬費 74,893 86,141

給料及び賞与 388,074 402,260

技術研究費 163,891 164,270

その他 310,039 338,378

販売費及び一般管理費合計 936,898 991,051

営業利益 192,386 419,493

営業外収益   

受取利息 879 890

受取配当金 27,847 32,119

その他 52,929 45,778

営業外収益合計 81,657 78,788

営業外費用   

支払利息 32,404 31,331

その他 12,608 20,595

営業外費用合計 45,012 51,927

経常利益 229,031 446,354

特別利益   

保険解約返戻金 － 41

特別利益合計 － 41

特別損失   

固定資産処分損 104 232

固定資産売却損 72 78

特別損失合計 177 311

税金等調整前四半期純利益 228,854 446,084

法人税等 54,905 64,173

少数株主損益調整前四半期純利益 173,948 381,910

少数株主利益 1,177 725

四半期純利益 172,770 381,185



 （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利益 173,948 381,910

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △144,637 18,163

繰延ヘッジ損益 △422 －

為替換算調整勘定 89,830 149,619

その他の包括利益合計 △55,229 167,782

四半期包括利益 118,719 549,693

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 116,493 547,619

少数株主に係る四半期包括利益 2,226 2,073



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 228,854 446,084

減価償却費 83,302 89,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,618 △324

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,229 448

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,578 3,745

受取利息及び受取配当金 △28,727 △33,009

支払利息 32,404 31,331

固定資産処分損益（△は益） 177 311

売上債権の増減額（△は増加） 1,101,192 597,521

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,801 469,399

仕入債務の増減額（△は減少） 91,819 155,280

未払費用の増減額（△は減少） △84,843 △303,149

その他 △9,869 △120,401

小計 1,154,239 1,336,858

利息及び配当金の受取額 32,363 33,122

利息の支払額 △29,969 △22,980

法人税等の支払額 △25,192 △102,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,131,441 1,244,638

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △55,063 △98,512

有形固定資産の売却による収入 38,020 －

無形固定資産の取得による支出 △19,470 △16,989

投資有価証券の売却による収入 300,426 －

貸付金の回収による収入 2,308 3,974

投資活動によるキャッシュ・フロー 266,222 △11,526

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） △113,130 18,320

長期借入金の返済による支出 △13,021 △18,096

自己株式の取得による支出 △422 △718

配当金の支払額 △84,845 △106,040

少数株主への配当金の支払額 － △1,823

その他 △25,887 △32,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,307 △140,360

現金及び現金同等物に係る換算差額 △643 △72,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,159,713 1,020,148

現金及び現金同等物の期首残高 3,148,048 4,888,834

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,307,761 5,908,983



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	ヘッダー１3: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１10: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１11: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１12: 酒井重工業(株)（6358）平成26年３月期 第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


