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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 3,331 4.3 349 486.1 282 293.1 133 ―

23年3月期第1四半期 3,193 72.9 59 ― 71 ― △32 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 822百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 25百万円 （―％）

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 5.81 5.80
23年3月期第1四半期 △1.41 ―

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 18,411 10,083 52.9
23年3月期 17,882 9,260 50.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,742百万円 23年3月期  8,961百万円

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月期の第２四半期及び期末配当予想は未定であります。 

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） ― ― ― ―

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  ：  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) 6,550 9.3 280 218.4 210 443.3 10 ― 0.44
通期 13,700 14.7 730 70.4 610 41.5 160 2.4 6.97



(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  ：  無  

(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。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）３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。 
・平成24年３月期の第２四半期及び期末の配当については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。配当予想額の開示が可能
となった時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 23,684,000 株 23年3月期 23,684,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 733,330 株 23年3月期 733,330 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,950,670 株 23年3月期1Q 22,942,670 株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、震災の影響により大幅に落ち込みましたが、その後、鉱工業生

産が大幅に増加し、家計消費の前年比マイナス幅も縮小傾向にあります。しかしながら、なお震災前に比較します

と、大きく下回る経済活動の水準となっております。新興国経済は、インフレ圧力の高まりからやや減速感が出て

きているものの、堅調さを維持いたしました。ユーロ圏での経済不均衡の顕在化や米国での景況感の悪化を背景

に、先進国経済の先行き懸念が強まりました。 

 工業用ミシン業界におきましては、世界経済の動向を反映し、国別にばらつきがみられたものの、各国の縫製メ

ーカーの設備投資意欲は、総じて堅調に推移いたしました。自動車部品を中心とするダイカスト部品につきまして

は、新興国を中心とした旺盛な自動車生産に支えられて堅調に推移いたしました。 

このような環境のもとで、当社企業グループは増産に注力するとともに、素材価格の上昇や円高などの厳しい事

業環境に対処するため、販売価格の見直しやコストダウンにも努めた結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

33億31百万円（前年同四半期比4.3％増）となり、営業利益は３億49百万円（前年同四半期比486.1％増）、経常利

益は２億82百万円（前年同四半期比293.1％増）、四半期純利益は１億33百万円（前年同四半期は四半期純損失32百

万円）となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（工業用ミシン） 

工業用ミシンにつきましては、増産体制の強化やコストダウンなどに努め、売上高30億４百万円（前年同四半期

比1.9％増）、営業利益４億65百万円（前年同四半期比100.3％増）となりました。 
  

（ダイカスト部品） 

ダイカスト部品につきましては、順調な自動車生産に対応して増産体制の整備をおこない、品質面における高評

価を維持向上することにより、売上高３億18百万円（前年同四半期比33.2％増）、営業利益83百万円（前年同四半

期比100.6％増）となりました。 
  

（その他） 

その他につきましては、データ入力業務やソフトウエア開発等について、高品質のサービスを提供することによ

り、売上高８百万円（前年同四半期比67.2％増）、営業利益０百万円（前年同四半期は営業損失０百万円）となり

ました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億98百万円増加し、134億７百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が４億57百万円、原材料及び貯蔵品が４億31百万円それぞれ増加し、現金及び預金が６億60百万円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて30百万円増加し、50億４百万円となりました。これは、有形固定資産が

１億89百万円増加し、投資その他の資産が２億２百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて５億29百万円増加し、184億11百万円となりました。 

  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億79百万円減少し、60億73百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が２億44百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億14百万円減少し、22億54百万円となりました。これは、長期借入金

が１億31百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて２億93百万円減少し、83億27百万円となりました。 

  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億22百万円増加し、100億83百万円となりました。これは、為替換

算調整勘定が６億53百万円、利益剰余金が１億33百万円それぞれ増加したことなどによります。 

  

１．当四半期決算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
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平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

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 4,547,386 3,886,956

受取手形及び売掛金 2,938,272 3,395,601

有価証券 3,322 202,418

商品及び製品 1,445,795 1,488,323

仕掛品 563,920 597,910

原材料及び貯蔵品 3,159,710 3,591,361

その他 268,057 263,848

貸倒引当金 △18,113 △19,374

流動資産合計 12,908,352 13,407,045

固定資産

有形固定資産 3,769,395 3,958,868

無形固定資産 328,256 371,777

投資その他の資産 876,268 673,591

固定資産合計 4,973,919 5,004,236

資産合計 17,882,272 18,411,281

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,409 981,840

短期借入金 3,612,232 3,561,701

未払法人税等 191,641 241,650

賞与引当金 85,717 67,285

その他 1,136,341 1,220,716

流動負債合計 6,252,342 6,073,194

固定負債

社債 717,000 697,000

長期借入金 778,112 646,245

退職給付引当金 264,649 275,403

役員退職慰労引当金 2,166 2,214

その他 607,170 633,620

固定負債合計 2,369,099 2,254,484

負債合計 8,621,441 8,327,678
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,903,950 1,903,950

資本剰余金 2,050,273 2,050,273

利益剰余金 7,304,046 7,437,490

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 10,966,796 11,100,239

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △29,914 △36,373

為替換算調整勘定 △1,975,280 △1,321,581

その他の包括利益累計額合計 △2,005,195 △1,357,955

少数株主持分 299,229 341,318

純資産合計 9,260,830 10,083,602

負債純資産合計 17,882,272 18,411,281
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（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 3,193,137 3,331,674

売上原価 2,308,837 2,160,249

売上総利益 884,299 1,171,425

販売費及び一般管理費 824,637 821,760

営業利益 59,662 349,664

営業外収益

受取利息 11,961 14,869

受取配当金 3,695 4,153

不動産賃貸料 9,974 4,754

デリバティブ評価益 43,498 －

助成金収入 3,681 －

その他 5,474 2,687

営業外収益合計 78,286 26,465

営業外費用

支払利息 29,802 24,487

為替差損 34,387 63,235

その他 1,957 6,157

営業外費用合計 66,148 93,880

経常利益 71,800 282,249

特別利益

固定資産売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 1,385 －

特別利益合計 1,535 －

特別損失

固定資産除売却損 3,620 －

投資有価証券評価損 46,056 －

特別損失合計 49,676 －

税金等調整前四半期純利益 23,658 282,249

法人税、住民税及び事業税 44,889 97,179

法人税等調整額 1,132 38,494

法人税等合計 46,021 135,674

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△22,362 146,575

少数株主利益 9,978 13,131

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,341 133,443
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△22,362 146,575

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,852 △6,458

為替換算調整勘定 60,155 682,655

その他の包括利益合計 48,302 676,197

四半期包括利益 25,939 822,772

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,510 780,684

少数株主に係る四半期包括利益 13,428 42,088
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該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

 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）

  該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 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）
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