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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 755 50.4 △38 ― △51 ― △52 ―
23年3月期第1四半期 502 11.1 △108 ― △106 ― △107 ―

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 △6.70 ―
23年3月期第1四半期 △13.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,023 1,267 31.5
23年3月期 3,948 1,315 33.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,267百万円 23年3月期  1,315百万円

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  
   24年３月期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  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

第2四半期(累計) 2,000 28.8 40 ― 38 ― 36 ― 4.63
通期 4,300 29.6 148 ― 141 ― 134 ― 17.25



  

 

 

 
  

   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。 

  

  １．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】Ｐ．２「(３)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 ２．当期の株式配当につきましては、当社の事業を取り巻く経済環境や市場動向等が不透明であるこ

とから、遺憾ながら中間配当は見送りとさせていただき、期末配当につきましては、その後の業績動向

に鑑み判断したいと存じますので、現時点では未定とさせていただき、配当予想の開示が可能となった

時点で速やかに開示いたします。 

  

  

  

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）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) 24年３月期１Ｑ 7,843,000株 23年３月期 7,843,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 73,782株 23年３月期 73,132株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 7,769,705株 23年３月期１Ｑ 7,774,024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



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………2 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………2 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………2 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………3 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………3 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………3 

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………4 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………4 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………5 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………6 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………6 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………7 

（１）生産実績 ………………………………………………………………………………7 

（２）受注実績 ………………………………………………………………………………7 

（３）販売実績 ………………………………………………………………………………7 

○添付資料の目次

㈱中央製作所（6846）　平成24年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－1－



当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年夏ごろからの緩やかな回復基調の途上で、３月11

日に発生しました東日本大震災が甚大な打撃を与えました。特に、日本の基幹産業である自動車業界に

おいても、サプライチェーンの寸断により国内はおろか海外の工場まで生産活動の停止・減少を数か月

に亘り余儀なくされる事象も発生しました。 

さらに、国内製造業における設備投資に対する中長期的な懸念材料としては、東日本大震災による直

接的な被災、原発事故に伴う放射能汚染問題及び夏場の電力不足、円高懸念等が顕在化し生産拠点の海

外シフトが加速されることが予想されております。 

当社はこのような情勢において、引き続き増加が予想される海外案件に対応するための体制の準備・

整備を進めてまいりました。 

また、生産活動についても、供給の遅れが生じた素材・部品の影響を最小限にとどめるべく対応を

し、回復基調にあった顧客の設備投資案件に対し着実な営業・販売活動を行いました。 

その結果、当第１四半期累計期間の受注総額は1,478百万円（前年同期比122.3％増）、売上総額は

755百万円（前年同期比50.4％増）と、回復途上にあるものの、利益が確保できる売上水準にまでは至

っておらず、営業損失38百万円、経常損失51百万円、四半期純損失52万円の計上となりました。 

  

(資産) 

  流動資産は、前事業年度末に比べ2.4％増加し3,271百万円となりました。これは、受取手形及び売掛

金が200百万円減少したものの、仕掛品が227百万円、現金及び預金が43百万円増加したことなどにより

ます。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ0.2％減少し751百万円となりました。これは、投資その他の資産が

８百万円増加したものの、有形・無形固定資産合計が９百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ1.9％増加し4,023百万円となりました。 

(負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べ6.2％増加し1,921百万円となりました。これは、未払法人税等が４

百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が83百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ1.3％増加し834百万円となりました。これは、役員退職慰労引当金

が４百万円、退職給付引当金が１百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ4.7％増加し2,755百万円となりました。 

(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ3.7％減少し1,267百万円となりました。これは、その他有価証券

評価差額金が３百万円増加したものの、利益剰余金が52百万円減少したことなどによります。 

  

当第１四半期累計期間における業績につきましては、概ね当初の予想範囲内であるため、平成23年５

月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

 なお、記載の業績予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績は、今後様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得

る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。 

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

㈱中央製作所（6846）　平成24年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－3－



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,831 1,176,764

受取手形及び売掛金 1,380,550 1,179,938

商品及び製品 70,946 58,508

仕掛品 508,780 736,395

原材料及び貯蔵品 64,278 94,602

その他 38,998 25,650

貸倒引当金 △400 △400

流動資産合計 3,195,985 3,271,459

固定資産   

有形固定資産 323,950 316,809

無形固定資産 19,916 17,596

投資その他の資産 409,524 417,843

貸倒引当金 △507 △507

固定資産合計 752,883 751,741

資産合計 3,948,869 4,023,201

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 750,701 834,529

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 5,734 1,579

その他 213,524 245,835

流動負債合計 1,809,960 1,921,943

固定負債   

退職給付引当金 588,715 590,669

役員退職慰労引当金 211,900 215,900

その他 22,368 27,452

固定負債合計 822,983 834,022

負債合計 2,632,944 2,755,965

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,585 225,585

利益剰余金 511,446 459,412

自己株式 △11,235 △11,293

株主資本合計 1,228,796 1,176,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,128 90,531

評価・換算差額等合計 87,128 90,531

純資産合計 1,315,925 1,267,235

負債純資産合計 3,948,869 4,023,201
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（２）四半期損益計算書 
 （第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 502,217 755,426

売上原価 404,135 585,315

売上総利益 98,081 170,111

販売費及び一般管理費 206,493 208,879

営業損失（△） △108,412 △38,768

営業外収益   

受取利息 19 16

受取配当金 1,722 3,329

保険配当金 4,754 －

雑収入 917 578

営業外収益合計 7,414 3,925

営業外費用   

支払利息 2,818 2,716

為替差損 1,913 13,521

雑損失 1,044 217

営業外費用合計 5,775 16,454

経常損失（△） △106,773 △51,297

特別損失   

固定資産除却損 － 203

特別損失合計 － 203

税引前四半期純損失（△） △106,773 △51,500

法人税、住民税及び事業税 663 533

法人税等合計 663 533

四半期純損失（△） △107,437 △52,034
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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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当第１四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

  生産、受注及び販売の状況（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 523,027 105.3

表面処理装置 211,907 6.4

電気溶接機 133,247 5.6

環境機器 69,602 △20.0

その他 104,690 42.7

合計 1,042,475 40.8

(2) 受注実績

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同四半期比
(％)

電源機器 597,853 137.7 880,869 231.6

表面処理装置 595,235 356.2 1,335,770 174.0

電気溶接機 114,781 △14.0 46,599 △60.6

環境機器 75,385 9.0 47,526 53.2

その他 95,621 18.3 74,811 △40.9

合計 1,478,877 122.3 2,385,577 131.8

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 316,606 66.1

表面処理装置 154,205 31.0

電気溶接機 152,230 45.7

環境機器 56,771 25.3

その他 75,613 71.3

合計 755,426 50.4
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