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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）

 (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 7,154 116.4 △20 ─ 20 ─ △125 ─

22年３月期第２四半期 3,306 △76.2 △1,095 ─ △1,032 ─ △996 ─

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 △1. 91 ─

22年３月期第２四半期 △15.17 ─

 (2) 連結財政状態

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 18,433 10,606 49.8 139.75

22年３月期 16,036 11,055 58.5 142.76

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 9,179百万円 22年３月期 9,377百万円

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

22年３月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

23年３月期 ─ 0.00

23年３月期(予想) ─ ─ ─

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、通期は対前期増減率)

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

通期 15,500 88.8 400 ─ 440 ─ 150 ─ 2. 28



  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
(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） 

 
  

  

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い

ません。 

  

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。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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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 65,781,228株 22年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 95,867株 22年３月期 94,144株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 65,686,146株 22年３月期２Ｑ 65,690,308株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善しつつあり、設備投資に持ち直し

の兆しが見られましたが、雇用情勢は厳しさが続いており、不安定な政局、円高等による景気の下振れ

が懸念され、依然として先行き不透明感の中、厳しい状況で推移いたしました。国内工作機械業界は、

(社)日本工作機械工業会の当第２四半期連結累計期間における受注総額は5,071億円となり、前年同四

半期に比べ157.5％増となりました。内需は1,651億円(前年同四半期比92.6％増)、外需は3,420億円(前

年同四半期比207.7％増)であり、外需比率は67.4％となっております。 

このような状況のなか、当社グループにおきましても、受注環境が改善し、売上高が増加してまいり

ました。当第２四半期連結会計期間における当社グループの売上高は4,416百万円となり、前年同四半

期に比べ200.2％増となり、利益につきましても売上高の増加に伴い、営業利益は203百万円（前年同四

半期は、営業損失648百万円）、経常利益は212百万円（前年同四半期は、経常損失626百万円）、四半

期純利益は123百万円（前年同四半期は、四半期純損失569百万円）となりましたが、当第２四半期連結

累計期間におきましては、売上高は7,154百万円となり、前年同累計期間に比べ116.4％増となったもの

の、利益につきましては、第１四半期連結会計期間の損益を受け、営業損失は20百万円（前年同累計期

間は、営業損失1,095百万円）、経常利益は20百万円（前年同累計期間は、経常損失1,032百万円）、四

半期純損失は125百万円（前年同累計期間は、四半期純損失996百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は2,397百万円増加し、18,433百万円となりました。この増加は、現金及び預金の154百万円の減少も

ありましたが、主に、受取手形及び売掛金、有価証券、たな卸資産がそれぞれ1,780百万円、491百万

円、504百万円増加したことによるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ2,846百万円増加し、7,826百万円となりました。この増加は主

に支払手形及び買掛金が2,155百万円増加したことによるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ448百万円減少し、10,606百万円となりました。この減少は主に、

利益剰余金、少数株主持分がそれぞれ125百万円、250百万円減少したことによるものであります。  

  

工作機械需要につきましては、世界的な景気低迷を受け低水準で推移しておりましたが、外需を中心

とした需要の改善傾向が見られております。 

当社グループにおきましては、当第２四半期における業績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直し

を行った結果、平成22年７月30日付「平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に

て発表しました平成23年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細

は、本日公表いたしました「平成23年３月期 第２四半期累計期間における連結業績予想値と決算値の

差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。なお、一部の連結子会社については、当第２四半期連結

会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

一部の連結子会社を除き、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるた

め、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用してお

ります。 

  

⑤税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。ただし、当四半期連結会

計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しております。

なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。 

また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  １．会計処理基準に関する事項の変更 

(資産除去債務に関する会計基準等の適用) 

当第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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は535千円増加し、経常利益は535千円減少、税

金等調整前四半期純損失は22,307千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は、27,516千円であります。 

  

  ２．表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

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 2,804,614 2,959,416

受取手形及び売掛金 4,836,687 3,055,917

有価証券 592,309 100,557

商品及び製品 475,278 763,848

仕掛品 2,521,740 1,964,372

原材料及び貯蔵品 950,791 715,508

その他 578,709 604,645

貸倒引当金 △170,365 △173,834

流動資産合計 12,589,766 9,990,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,732,648 1,801,778

土地 2,694,799 2,738,712

その他（純額） 850,413 918,342

有形固定資産合計 5,277,861 5,458,833

無形固定資産 8,978 7,669

投資その他の資産   

その他 581,925 603,217

貸倒引当金 △24,995 △24,053

投資その他の資産合計 556,929 579,164

固定資産合計 5,843,769 6,045,667

資産合計 18,433,535 16,036,098

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,290,126 2,134,501

短期借入金 633,420 774,923

未払法人税等 38,216 2,119

賞与引当金 81,381 81,914

その他 1,272,585 837,577

流動負債合計 6,315,731 3,831,035

固定負債   

長期借入金 753,798 407,420

退職給付引当金 465,500 475,087

資産除去債務 27,516 －

その他 264,344 267,223

固定負債合計 1,511,160 1,149,731

負債合計 7,826,891 4,980,766
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,327 1,567,327

利益剰余金 6,062,825 6,188,034

自己株式 △20,710 △20,537

株主資本合計 9,928,466 10,053,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,818 △13,309

為替換算調整勘定 △713,079 △662,759

評価・換算差額等合計 △748,897 △676,069

少数株主持分 1,427,074 1,677,553

純資産合計 10,606,643 11,055,332

負債純資産合計 18,433,535 16,036,098
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(2) 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 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 3,306,345 7,154,792

売上原価 2,927,039 5,580,704

売上総利益 379,306 1,574,088

販売費及び一般管理費 1,474,886 1,594,511

営業損失（△） △1,095,580 △20,423

営業外収益   

受取利息 4,535 4,984

受取配当金 1,651 1,332

為替差益 4,213 －

仕入割引 3,411 13,329

雇用調整助成金 61,017 49,322

その他 14,535 23,783

営業外収益合計 89,365 92,751

営業外費用   

支払利息 12,025 10,663

為替差損 － 367

租税公課 6,664 6,987

デリバティブ評価損 － 19,987

その他 7,665 13,428

営業外費用合計 26,355 51,432

経常利益又は経常損失（△） △1,032,570 20,895

特別損失   

固定資産除却損 18,465 －

投資有価証券評価損 3,047 2,661

環境対策費 － 2,610

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,771

特別損失合計 21,513 27,043

税金等調整前四半期純損失（△） △1,054,083 △6,148

法人税等 27,789 46,599

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △52,747

少数株主利益又は少数株主損失（△） △85,126 72,461

四半期純損失（△） △996,746 △125,208

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,471,067 4,416,425

売上原価 1,399,149 3,366,874

売上総利益 71,917 1,049,551

販売費及び一般管理費 720,736 845,848

営業利益又は営業損失（△） △648,818 203,702

営業外収益   

受取利息 2,642 2,991

受取配当金 6 104

仕入割引 1,212 8,553

為替差益 － 4,092

雇用調整助成金 61,017 10,800

その他 3,936 20,283

営業外収益合計 68,815 46,826

営業外費用   

支払利息 5,768 5,668

為替差損 29,076 －

租税公課 6,664 6,570

デリバティブ評価損 － 19,987

その他 5,353 5,679

営業外費用合計 46,863 37,905

経常利益又は経常損失（△） △626,866 212,623

特別損失   

固定資産除却損 17 －

特別損失合計 17 －

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（△）

△626,884 212,623

法人税等 2,654 21,040

少数株主損益調整前四半期純利益 － 191,583

少数株主利益又は少数株主損失（△） △59,691 67,912

四半期純利益又は四半期純損失（△） △569,846 123,670
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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