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(百万円未満切捨て)

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）

（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 4,745 73.3 326 ― 290 ― 247 ―

23年３月期第１四半期 2,738 49.2 △224 ― △191 ― △248 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 350百万円(－％) 23年３月期第１四半期 △127百万円(－％)

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 3. 76 ―

23年３月期第１四半期 △3. 79 ―

（２）連結財政状態

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 21,610 11,521 46.2

23年３月期 20,753 11,257 47.0

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 9,981百万円 23年３月期 9,748百万円

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

23年３月期 ― 0. 00 ― 1. 50 1. 50

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 1. 00 ― 1. 50 2. 50

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)

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) 9,500 32.8 460 ― 440 ― 310 ― 4. 72

通期 19,600 12.2 1,040 42.0 1,020 42.5 740 69.3 11. 27



  

 

 

 
  

・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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (社名)         、除外 ―社 (社名) 

（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

（３）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

（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) 24年３月期１Ｑ 65,781,228株 23年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 96,128株 23年３月期 95,976株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 65,685,201株 23年３月期1Ｑ 65,686,506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、東日本大震災の影響による原子力災害への対応、

電力供給の制約、サプライチェーンの立て直しの遅れ等により、厳しい状況が続きました。 

企業収益は伸びが鈍化し、設備投資にもその影響がでて、弱い動きとなりました。また、雇用情勢は

依然として厳しい状況が続いており、サプライチェーンの立て直しによる景気上向きの動きは見られま

すが、電力供給、原子力災害対策、原油高、円高等、景気の下押しリスクもあり、依然として先行き不

透明な状況で推移しております。国内工作機械業界は、(社)日本工作機械工業会の当第１四半期連結累

計期間における受注総額は3,435億円となり、前年同四半期に比べ40.1％増となりました。内需は1,073

億円(前年同四半期比34.0％増)、外需は2,362億円(前年同四半期比43.1％増)であり、外需比率は

68.8％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、外需を中心として受注環境が改善し、売上高

が増加してまいりました。当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,745百万円と

なり、前年同累計期間に比べ73.3％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

326百万円（前年同累計期間は、営業損失224百万円）、経常利益は290百万円（前年同累計期間は、経

常損失191百万円）、四半期純利益は247百万円（前年同累計期間は、四半期純損失248百万円）となり

ました。 

  

当第１四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857百万円増加し、21,610百万円となりました。この増加は、有価証券の売却による290百万円の減

少もありましたが、主に現金及び預金、たな卸資産がそれぞれ585百万円、609百万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593百万円増加し、10,088百万円となりました。この増加は主

に借入金、賞与引当金がそれぞれ655百万円、110百万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264百万円増加し、11,521百万円となりました。この増加は主に利

益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定がそれぞれ160百万円、39百万円、32百万円

増加したことによるものであります。  

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日付「平成23年３月期 決算短信〔日本

基準〕（連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（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。 

  

○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。 

  

  

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
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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 2,684,699 3,270,021

受取手形及び売掛金 6,065,185 5,936,859

有価証券 590,948 300,199

商品及び製品 524,504 721,765

仕掛品 3,071,984 3,589,082

原材料及び貯蔵品 1,487,499 1,382,772

その他 690,677 783,225

貸倒引当金 △105,744 △103,384

流動資産合計 15,009,755 15,880,540

固定資産

有形固定資産

土地 2,707,973 2,725,538

その他（純額） 2,449,356 2,618,073

有形固定資産合計 5,157,329 5,343,611

無形固定資産 10,168 9,140

投資その他の資産

その他 600,528 400,970

貸倒引当金 △24,758 △24,023

投資その他の資産合計 575,769 376,946

固定資産合計 5,743,268 5,729,699

資産合計 20,753,023 21,610,240

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,351,291 5,227,819

短期借入金 1,196,520 1,411,987

未払法人税等 86,984 35,872

賞与引当金 140,065 250,360

その他 1,311,378 1,311,424

流動負債合計 8,086,240 8,237,464

固定負債

長期借入金 660,600 1,100,900

退職給付引当金 449,060 444,268

資産除去債務 27,596 27,577

その他 272,017 278,497

固定負債合計 1,409,274 1,851,242

負債合計 9,495,515 10,088,707

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



(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 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,145 1,567,145

利益剰余金 6,625,019 6,785,982

自己株式 △20,538 △20,555

株主資本合計 10,490,650 10,651,596

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △18,169 21,644

為替換算調整勘定 △724,166 △691,576

その他の包括利益累計額合計 △742,336 △669,931

少数株主持分 1,509,194 1,539,868

純資産合計 11,257,508 11,521,533

負債純資産合計 20,753,023 21,610,240

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（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 2,738,366 4,745,064

売上原価 2,213,829 3,479,267

売上総利益 524,537 1,265,796

販売費及び一般管理費 748,663 939,482

営業利益又は営業損失（△） △224,125 326,313

営業外収益

受取利息 1,993 2,593

受取配当金 1,227 1,546

仕入割引 4,775 9,089

雇用調整助成金 38,521 －

その他 3,499 5,783

営業外収益合計 50,017 19,012

営業外費用

支払利息 4,995 6,812

為替差損 4,459 40,499

その他 8,165 7,292

営業外費用合計 17,620 54,603

経常利益又は経常損失（△） △191,728 290,722

特別損失

投資有価証券評価損 2,661 30,302

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 27,043 30,302

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（△）

△218,771 260,420

法人税等 25,558 11,511

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（△）

△244,330 248,909

少数株主利益 4,548 1,629

四半期純利益又は四半期純損失（△） △248,879 247,279
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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（△）

△244,330 248,909

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,815 39,814

為替換算調整勘定 127,759 61,634

その他の包括利益合計 116,944 101,448

四半期包括利益 △127,386 350,357

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △198,883 319,684

少数株主に係る四半期包括利益 71,497 30,673
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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。 

  

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。 

  

（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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