
（百万円未満切捨て） 
１．平成23年６月期第１四半期の連結業績（平成22年３月21日～平成22年６月20日） 

  

  

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期第１四半期 14,891百万円 22年３月期  14,746百万円 

  
２．配当の状況 

(1）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

(2）平成23年６月期の配当予想は、決算期変更に伴い、１年３ケ月の変則決算としています。 

  

３．平成23年６月期の連結業績予想（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

(1）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

(2）平成23年６月期は、平成22年３月21日から平成23年６月20日までの１年３ケ月決算となりますので、通期の対前期 

  増減率は記載しておりません。 

  

  

  

  平成23年６月期 第１四半期決算短信   

    平成22年７月20日
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配当支払開始予定日 
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(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６月期第１四半期  4,107 33.9  229 －  284 －  143 －

22年３月期第１四半期  3,067  － △382 － △256 －  △157 －

  
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６月期第１四半期  2 69 －

22年３月期第１四半期 △2 95 －

  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６月期第１四半期 20,128  14,891 74.0       279  42

22年３月期 19,336 14,746  76.3       276    70

  １株当たり配当金

（基準日） 
第１ 

四半期末 
第２

四半期末 
第３

四半期末 
第４

四半期末 
期末 年間

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 － 0  00 － － 0  00 0  00

23年６月期 － 

23年６月期（予想） 0  00 － － 1  00 1  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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2四半期連結累計期間   8,300 25.6     430 －   500  － 260  －        4    88 

通   期  20,600  － 900  － 970  － 510  －        9  57
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４．その他 
(1）期中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 

   新規  －社（社名   ） 除外   －社（社名   ）  

  (2）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 無 

  

(3）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（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もの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更         無 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

  

(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） 23年６月期第１四半期 53,296,100株 
                                       22年３月期           53,296,100株 
  
② 期末自己株式数           23年６月期第１四半期      1,551株  
                                        22年３月期              1,551株 
  
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 23年６月期第１四半期  53,294,549株 
                                       22年３月期第１四半期 53,294,550株 

  

  

  

  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
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。 
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。  
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の春先に景気の底を打ったあと、中国などのアジア経済の

好調と北米の自動車業界の著しい伸びを中心とした輸出の回復に支えられ、回復傾向が持続してまいりました。 

国内においても、昨年下半期からの景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果などから、徐々に回復の兆しを呈

してきました。 

 このような中、当社グループの当第１四半期連結会計期間は製造業を中心に企業の設備稼働も上昇してきたことで

需要の回復傾向が出てまいりました。特に半導体市況の回復による需要増で売上高は41億７百万円（前年同期比

33.9％増）となり、収益改善策として原価低減活動や人件費等固定費の削減を継続的に取り組んだことにより 

営業利益は２億２千９百万円（前年同期は３億８千２百万円の損失）となりました。また、一時帰休の実施で雇用調

整助成金３千万円が計上されたことから、経常利益は２億８千４百万円（前年同期は２億５千６百万円の損失）、 

四半期純利益は１億４千３百万円（前年同期は１億５千７百万円の損失）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

(油空圧機器事業) 

 企業の生産設備の余剰感が強かったことから低迷していた油空圧機器の需要は、国内や海外の景気回復基調に支え

られ、特に中国の日系メーカーや国内の鉄道車両メーカーを中心に標準油空圧機器の受注環境が回復し始めておりま

す。 

 一方、製鉄機械・環境機械メーカーは、価格競争力維持のため中国などのローコストカントリーへ生産拠点をシフ

トする動きが活発になり、特注大型シリンダ等の需要が低迷しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は29億４千２百万円(前年同期比5.2%増)となり、営業利益は２億５

千６百万円（前年同期は６千２百万円の損失）となりました。 

  

(機械・装置事業) 

 国内の自動車設備の過剰感は依然変わらない中、海外、特に中国や北米の自動車メーカー向けの設備の受注が回復

してまいりました。また、新規ビジネスとなるバッテリー等の生産設備を受注するなど新たな取り組みも始まりまし

た。 

 さらに、半導体のＤＲＡＭやフラッシュメモリの需要がＶ字回復してきたことで、半導体製造装置メーカー向け機

械装置の受注が急激に回復してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11億６千４百万円(前年同期比330.5%増)となり、営業利益は２億

円（前年同期は５千９百万円の損失）となりました。 

  

  

① 資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 流動資産は140億６千６百万円と前連結会計年度比９億７千１百万円増加しておりますが、これは主として現金及

び預金の増加８億８千６百万円によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は60億６千２百万円と前連結会計年度比１億７千９百万円減少しておりますが、これは主として繰延税金

資産の減少１億２千１百万円、有形固定資産の減少５千２百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は52億３千７百万円と前連結会計年度比６億４千６百万円増加しておりますが、これは主として支払手形及び

買掛金の増加４億９千３百万円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は148億９千１百万円と前連結会計年度比１億４千５百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余

金の増加１億４千３百万円によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前連結会計年度末に比べて、

７億８千５百万円増加し、46億７千５百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の増加４億９千５百万円、税金等調整前四半期純利益２

億５千５百円等により、９億４千７百万円の資金の増加となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の預入による支出２億２千２百万円、有形固定資産の取

得による支出６千３百万円等により、１億７千１百万円の資金の減少となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入金の借入による収入１千１百万円等により、１千万円の

資金の増加となりました。 

  

 内外需要の回復傾向は持続してきており、当初想定した以上に製造業の設備投資過剰感は薄らいできております。

油空圧機器事業は、中国の日系メーカーや自動車メーカーを中心とした輸出の回復や国内の鉄道車両メーカーを中心

に、今年の秋までは緩やかな受注増を予測しております。 

  機械・装置事業、特に半導体製造装置メーカーが今年初旬より急激に受注が回復いたしましたので、今年秋までは

第１四半期と同じレベルの売上高で推移すると予測しております。 

  また、円高の進行、原材料価格の上昇など先行き懸念材料も多くあるものの、現在実施しております役員報酬の減

額や社員の賃金カットは、徐々に受注が回復傾向にあることと、従業員のモチベーション維持・向上の観点から、利

益確保と配当政策を勘案のうえ給与カット解除の時期を検討してまいります。  

 平成22年４月28日に発表いたしました平成23年６月期に係る業績予測の見直しを平成22年７月20日付で開示してお

ります。詳細につきましては、当該開示文書をご参照ください。   

  なお、今後の市況や顧客動向、経済情勢の動向などで、今後の業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速

やかに開示をいたします。 

  

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 機械装置の製造に係る収益の計上基準については、従来、出荷基準もしくは検収基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に受注した契約の一部について、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる受注については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。 

 これにより、売上高は150,981千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 

22,815千円増加しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,757,585 4,870,773

受取手形及び売掛金 5,185,055 5,106,951

商品及び製品 242,342 262,022

仕掛品 1,342,267 1,503,365

原材料及び貯蔵品 945,881 893,420

繰延税金資産 392,323 354,424

その他 215,863 117,721

貸倒引当金 △14,392 △13,534

流動資産合計 14,066,927 13,095,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,266,613 1,267,098

機械装置及び運搬具（純額） 838,965 890,623

土地 2,810,555 2,810,555

リース資産（純額） 8,725 9,868

その他（純額） 120,814 119,722

有形固定資産合計 5,045,674 5,097,869

無形固定資産   

無形固定資産合計 168,064 178,063

投資その他の資産   

投資有価証券 175,714 169,005

長期貸付金 56,386 56,374

繰延税金資産 510,299 631,602

破産更生債権等 4,212 6,314

その他 105,980 108,932

貸倒引当金 △4,269 △6,370

投資その他の資産合計 848,323 965,857

固定資産合計 6,062,061 6,241,791

資産合計 20,128,988 19,336,935
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,637,657 2,144,155

短期借入金 11,999 －

リース債務 4,221 4,616

未払金 493,809 566,206

未払法人税等 22,165 19,512

賞与引当金 403,738 240,896

受注損失引当金 1,802 900

その他 406,888 344,296

流動負債合計 3,982,282 3,320,583

固定負債   

リース債務 4,504 5,385

退職給付引当金 987,571 986,386

役員退職慰労引当金 74,480 87,936

負ののれん 118,938 120,787

その他 69,500 69,500

固定負債合計 1,254,994 1,269,995

負債合計 5,237,276 4,590,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 7,882,702 7,739,264

自己株式 △272 △272

株主資本合計 14,952,548 14,809,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,122 20,074

為替換算調整勘定 △84,959 △82,830

評価・換算差額等合計 △60,836 △62,755

純資産合計 14,891,711 14,746,355

負債純資産合計 20,128,988 19,336,935
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（２）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21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

売上高 3,067,998 4,107,210

売上原価 2,555,704 3,050,596

売上総利益 512,293 1,056,613

販売費及び一般管理費 894,926 826,831

営業利益又は営業損失（△） △382,632 229,782

営業外収益   

受取利息 1,327 1,817

受取配当金 741 486

受取賃貸料 8,412 7,887

負ののれん償却額 1,848 1,848

持分法による投資利益 － 218

仕入割引 244 375

助成金収入 98,812 30,274

為替差益 21,082 －

デリバティブ評価益 9,114 －

その他 4,195 21,579

営業外収益合計 145,779 64,488

営業外費用   

支払利息 47 49

売上割引 3,247 3,142

不動産賃貸原価 3,408 3,013

為替差損 － 393

デリバティブ評価損 － 172

持分法による投資損失 230 －

訴訟関連費用 8,000 －

その他 4,422 2,817

営業外費用合計 19,357 9,589

経常利益又は経常損失（△） △256,209 284,681

特別利益   

固定資産売却益 517 0

貸倒引当金戻入額 2,131 1,474

特別利益合計 2,648 1,474

特別損失   

固定資産除売却損 － 3,872

退職特別加算金 － 27,067

特別損失合計 － 30,940

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△253,561 255,216

法人税、住民税及び事業税 14,088 30,766

法人税等調整額 △110,553 81,012

法人税等合計 △96,465 111,778

四半期純利益又は四半期純損失（△） △157,095 143,437
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△253,561 255,216

減価償却費 123,067 109,352

負ののれん償却額 △1,848 △1,848

賞与引当金の増減額（△は減少） 175,737 162,861

受注損失引当金の増減額（△は減少） 20,673 901

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,189 1,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48,230 △13,456

受取利息及び受取配当金 △2,068 △2,303

支払利息 47 49

固定資産売却損益（△は益） △517 3,872

売上債権の増減額（△は増加） 2,629,304 △78,905

たな卸資産の増減額（△は増加） 178,518 127,307

仕入債務の増減額（△は減少） △1,100,723 495,555

未払金の増減額（△は減少） △82,010 △55,954

その他 △52,218 △52,378

小計 1,598,359 951,453

利息及び配当金の受取額 2,603 2,852

利息の支払額 △393 △49

法人税等の支払額 △69,362 △7,017

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,531,206 947,239

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △902 △222,591

定期預金の払戻による収入 100,000 121,660

有形固定資産の取得による支出 △27,925 △63,518

有形固定資産の売却による収入 2,914 442

長期貸付けによる支出 △2,537 △11

その他 △6,480 △7,885

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,067 △171,904

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） － 11,999

長期借入金の返済による支出 △95,000 －

配当金の支払額 △53,294 －

その他 △1,083 △1,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △149,378 10,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,429 △177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,463,326 785,880

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,681 3,889,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,486,007 4,675,269
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年６月20日） 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年6月20日）  

    本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年6月20日）  

    本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。  

  

   

    前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年６月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

   

 該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,797,560  270,437  3,067,998         -  3,067,998

(2）セグメント間の内部売上高

及び振替高 
 3,657  9,248  12,905  △12,905       - 

計  2,801,218  279,685  3,080,903  △12,905  3,067,998

営業損失（△)  △62,324  △59,938  △122,263  △260,369  △382,632

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,942,955  1,164,254  4,107,210         -  4,107,210

(2）セグメント間の内部売上高

及び振替高 
 14,685  30  14,715  △14,715       - 

計  2,957,641  1,164,284  4,121,926  △14,715  4,107,210

営業利益  256,988  200,539  457,527  △227,744  229,782

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

Ⅰ 海外売上高（千円） 489,768 

Ⅱ 連結売上高（千円） 4,107,210 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.9 

（６）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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(生産、受注及び販売の状況) 

(1）生産実績 

第１四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りであります。 

   

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

第１四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りであります。  

   

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りであります。 

  

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年６月20日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年６月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 2,603,110  2,907,958  

機械・装置事業 325,917  1,029,528  

合計 2,929,027  3,937,487  

種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年６月20日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年６月20日） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

油空圧機器事業 2,502,325 2,464,805 3,364,609 2,106,622

機械・装置事業 464,725 1,530,707 1,101,354 1,221,366

合計 2,967,050 3,995,512 4,465,964 3,327,988

事業の種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年６月20日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年６月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 2,797,560  2,942,955  

機械・装置事業                       270,437                      1,164,254 

合計 3,067,998  4,107,210  

10

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　第1四半期決算短信 




