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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第2四半期 13,127 9.3 634 58.0 537 18.6 327 16.4
22年3月期第2四半期 12,007 △22.7 401 △59.0 453 △66.2 281 △53.5

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

23年3月期第2四半期 13.09 ―
22年3月期第2四半期 11.09 ―

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

23年3月期第2四半期 42,216 34,510 81.7 1,376.45
22年3月期 43,578 34,700 79.6 1,383.84

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  34,488百万円 22年3月期  34,676百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
23年3月期 ― 8.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 16.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 28,900 2.7 2,100 6.3 2,200 △3.3 1,300 △3.4 51.88



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、 
  表示方法等の変更の有無となります。 

(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 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、
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。 

4.  その他 （詳細は、添付資料２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 27,829,486株 22年3月期  27,829,486株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,773,379株 22年3月期  2,771,370株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 25,057,373株 22年3月期2Q 25,401,997株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国、インドなどの新興国を中心とした海外景気の改善や政

府による経済政策の効果等を背景に企業収益は引き続き改善傾向にあり、設備投資も持ち直しの動きが見られまし

た。また、消費者マインドが改善基調にある中で、個人消費は底堅く推移し、雇用情勢も依然厳しいながらも、持

ち直しの動きが見られるなど、全体としましては、景気は緩やかながらも回復テンポで推移しました。 

 世界経済においては、世界的な景気回復の減速感の高まり、欧州諸国での財政不安を発端とした急激な円高、株

式市場の低迷やデフレ経済の進行など、景気の先行きは不透明な状況にありました。 

 このような状況の中で当社グループは、海外部門において北米地域では、レンタル市場の小型建設機械の買替え

需要により、またアジア地域では、インフラ整備の拡大等により市場は活発化しました。国内部門においてもレン

タル市場向けの買替え需要がありましたが、設備機械市場向けの中大型機種の案件が減少し低調に推移しました。

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百

万円（ ％）の増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、経

常利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、四半期純利益は 百万円と前

年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。  

 これは、主に資産の部における受取手形及び売掛金の減少と、負債の部における支払手形及び買掛金の減少によ

るものであります。 

 純資産につきましては、当第２四半期末現在 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。 

 これは、主に為替換算調整勘定の減少によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は ％と前連結会計年度末に比べ ％改善いたしました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては平成22年５月20日に発表しました数値に変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

13,127 1,120

9.3 634 232 58.0

537 84 18.6 327

46 16.4

42,216 1,362

34,510 189

81.7 2.1

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,110 3,330

受取手形及び売掛金 9,786 12,045

有価証券 25 24

商品 339 406

補修部品 267 273

製品 1,340 1,747

半製品 946 969

仕掛品 762 1,053

原材料及び貯蔵品 1,105 1,144

その他 801 827

貸倒引当金 △54 △61

流動資産合計 20,432 21,762

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,619 6,631

その他（純額） 4,130 4,195

有形固定資産合計 10,750 10,826

無形固定資産 515 566

投資その他の資産   

投資有価証券 8,978 8,921

その他 1,610 1,574

貸倒引当金 △70 △72

投資その他の資産合計 10,518 10,422

固定資産合計 21,784 21,816

資産合計 42,216 43,578
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,957 3,723

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

未払法人税等 103 595

賞与引当金 544 569

その他 1,494 1,302

流動負債合計 6,100 7,190

固定負債   

社債 1,000 1,000

退職給付引当金 261 266

役員退職慰労引当金 143 171

その他 199 248

固定負債合計 1,604 1,687

負債合計 7,705 8,878

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 7,896 7,896

利益剰余金 24,911 24,783

自己株式 △2,386 △2,385

株主資本合計 35,609 35,483

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △429 △323

繰延ヘッジ損益 6 6

為替換算調整勘定 △699 △489

評価・換算差額等合計 △1,121 △806

少数株主持分 22 23

純資産合計 34,510 34,700

負債純資産合計 42,216 43,578

株式会社鶴見製作所（6351）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－4－



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 12,007 13,127

売上原価 8,385 9,212

売上総利益 3,621 3,915

販売費及び一般管理費 3,219 3,280

営業利益 401 634

営業外収益   

受取利息 118 72

受取配当金 41 33

持分法による投資利益 58 41

その他 66 32

営業外収益合計 284 179

営業外費用   

支払利息 26 18

為替差損 143 222

その他 63 36

営業外費用合計 232 276

経常利益 453 537

税金等調整前四半期純利益 453 537

法人税、住民税及び事業税 142 125

法人税等調整額 28 84

法人税等合計 171 209

少数株主損益調整前四半期純利益 － 328

少数株主利益 0 0

四半期純利益 281 327
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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