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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,596 9.1 12 △29.6 50 2.1 60 126.5
23年3月期第1四半期 2,379 26.2 17 ― 49 ― 26 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 84百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.06 ―
23年3月期第1四半期 1.79 ―

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

24年3月期第1四半期 15,074 11,313 73.3 739.61
23年3月期 15,242 11,295 72.3 737.75
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,045百万円 23年3月期  11,017百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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23年７月28日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 5,380 0.7 124 2.5 190 △4.6 143 21.5 9.58
通期 11,432 6.5 487 90.5 623 56.5 428 90.8 28.66



(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３ページ「２．サマリー情報（その他）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」をご覧ください。 

(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 
 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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。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、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 15,058,152 株 23年3月期 15,058,152 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 123,715 株 23年3月期 123,518 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,934,486 株 23年3月期1Q 14,939,348 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原子力発電所の事故による電力供給制限な

ど、経済・産業活動に深刻な影響を受け、厳しい状況のうちに推移いたしました。 

 このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引先である自動車業界向けの

鍛工品事業は自動車メーカーの減産影響により減収となりましたが、一般機械及び金型の両事業では前年同期の需

要低迷の反動もあり、また、客先からの震災復旧需要等により増収となりました。当第１四半期における連結売上

高は2,596百万円（前年同期比9.1％増）となりました。 

 収益面では主要製品である鍛工品の減収影響により営業利益は12百万円（前年同期比29.6％減）となりました。

経常利益は不動産賃貸料等の計上により50百万円（前年同期比2.1％増）となり、四半期純利益は当社及び一部の

国内子会社において雇用調整助成金を、また、連結子会社株式の追加取得を行った事による負ののれん発生益を特

別利益に計上いたしましたので60百万円（前年同期比126.5％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①鍛工品 

 鍛工品は、自動車業界のサプライチェーン問題の発生を受けた減産により、受注が減少し売上高は1,326百万

円（前年同期比27.2％減）となり、減収影響により営業損失16百万円（前年同期は営業利益121百万円）の計上

となりました。 

②一般機械 

 一般機械は、ラベル印刷機械は前年度からラベル印刷需要に下げ止まりや回復の兆しが見えはじめ、高品質、

低価格の当社製品への顧客の設備更新の動きは、当第１四半期においても継続が見られ、堅調な受注ができまし

たので増収となりました。たばこ製造用機械並びに同装置は、たばこ製造用装置の震災復旧需要と前年同期の需

要低迷の反動もあり増収となりました。専用機も同様に増収となりました。一般機械全体では売上高950百万円

（前年同期比146.6％増）となり、営業利益は増収影響により67百万円（前年同期は営業損失28百万円）となり

ました。 

③金型 

 自動車業界向けのダイカスト金型は、客先からの震災復旧需要と売上高確保の取り組みにより増収となりまし

た。ロータリーダイにつきましても、景気低迷の影響を受け低迷が続いておりました需要に、医薬品業界を中心

に動きが見られ、受注を伸ばしましたので増収となりました。金型全体では売上高321百万円（前年同期比

95.8％増）となり、増収影響により営業損失30百万円（前年同期は営業損失67百万円）となりました。 

④その他 

 石油類販売等は売上高44百万円（前年同期比0.1％増）と前年同期並みとなりましたが経費削減により営業利

益は４百万円（前年同期比497.6％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は9,323百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金が121百万円減少したことによるものであります。固定資産は5,750百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ48百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が41百万円、投資有価証券が

６百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、15,074百万円となり、前連結会計年度末に比べ168百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は2,577百万円となり、前連結会計年度末に比べ183百万円減少い

たしました。これは主に賞与引当金が61百万円、受注損失引当金が19百万円増加したものの、支払手形及び買掛金

が168百万円、未払法人税等が205百万円減少したことによるものであります。固定負債は1,183百万円となり、前

連結会計年度末に比べ３百万円減少いたしました。これは主に退職給付引当金が45百万円増加したものの、役員退

職慰労引当金が46百万円、受入保証金が２百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、3,761百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は11,313百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円増加

いたしました。これは主に四半期純利益60百万円及び剰余金の配当44百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は73.3％（前連結会計年度末は72.3％）となりました。 

１．当四半期決算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 

 今後の見通しにつきましては、７月からの節電要請への対応において、特に主要製品である鍛工品事業の生産活

動に及ぼす影響が懸念されます。当社グループといたしましては、自動車工業会が導入いたしました輪番操業を、

当社の鍛工品事業の関連部門及び関連子会社においても、業績への影響を 小限に留めるため実施いたしておりま

す。また、併せて仕事量の確保と経費削減に継続して取り組み、業績の向上を図り、利益の確保に向け注力してま

いります。 

 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、主要な取引先である自動車業界の震災からの復旧状況

を踏まえ、平成23年５月17日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成23年７月28日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

（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（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,794,602 4,672,786

受取手形及び売掛金 2,384,332 2,363,301

有価証券 239,559 239,610

商品及び製品 216,166 201,984

仕掛品 1,204,445 1,145,765

原材料及び貯蔵品 356,906 445,906

繰延税金資産 139,212 140,735

その他 173,773 178,556

貸倒引当金 △65,294 △64,874

流動資産合計 9,443,702 9,323,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 723,255 709,844

機械装置及び運搬具（純額） 1,141,474 1,120,863

工具、器具及び備品（純額） 103,746 97,158

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 49,876 48,821

有形固定資産合計 3,295,742 3,254,076

無形固定資産 44,961 45,371

投資その他の資産   

投資有価証券 1,253,913 1,247,596

賃貸用不動産（純額） 991,478 987,066

繰延税金資産 204,450 207,495

その他 11,107 11,245

貸倒引当金 △2,372 △2,372

投資その他の資産合計 2,458,576 2,451,030

固定資産合計 5,799,280 5,750,478

資産合計 15,242,983 15,074,253



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,027,046 1,858,677

未払法人税等 240,538 35,124

賞与引当金 164,429 225,950

受注損失引当金 95,700 115,076

その他 232,790 342,468

流動負債合計 2,760,504 2,577,297

固定負債   

退職給付引当金 886,831 932,080

役員退職慰労引当金 111,686 65,326

環境対策引当金 9,000 9,000

受入保証金 122,027 119,767

資産除去債務 57,145 57,239

その他 388 354

固定負債合計 1,187,078 1,183,766

負債合計 3,947,583 3,761,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,875,232 7,891,004

自己株式 △38,924 △38,962

株主資本合計 10,510,790 10,526,524

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 537,468 536,165

為替換算調整勘定 △30,283 △17,040

その他の包括利益累計額合計 507,185 519,124

少数株主持分 277,424 267,539

純資産合計 11,295,400 11,313,188

負債純資産合計 15,242,983 15,074,253



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,379,094 2,596,752

売上原価 2,082,456 2,317,342

売上総利益 296,637 279,409

販売費及び一般管理費 279,193 267,135

営業利益 17,443 12,273

営業外収益   

受取利息 1,217 390

受取配当金 6,827 8,996

不動産賃貸料 48,007 50,985

その他 4,941 4,226

営業外収益合計 60,993 64,598

営業外費用   

不動産賃貸費用 27,922 25,941

その他 1,254 621

営業外費用合計 29,177 26,563

経常利益 49,260 50,309

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,905 －

補助金収入 50,027 30,060

負ののれん発生益 － 19,438

その他 1,215 －

特別利益合計 53,148 49,498

特別損失   

固定資産除却損 32 28

投資有価証券評価損 － 3,155

環境対策引当金繰入額 9,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48,708 －

特別損失合計 57,740 3,183

税金等調整前四半期純利益 44,668 96,624

法人税等 13,056 28,309

少数株主損益調整前四半期純利益 31,611 68,314

少数株主利益 4,861 7,738

四半期純利益 26,750 60,576



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31,611 68,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △149,599 △1,304

為替換算調整勘定 2,967 17,197

その他の包括利益 △146,631 15,893

四半期包括利益 △115,020 84,208

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,569 72,516

少数株主に係る四半期包括利益 5,549 11,692



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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