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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 214,274 △4.7 5,793 △14.4 6,191 △5.6 2,607 △34.4

23年3月期第1四半期 224,913 45.7 6,767 ― 6,560 ― 3,974 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,500百万円 （539.9％） 23年3月期第1四半期 547百万円 （―％）

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 7.63 ―

23年3月期第1四半期 12.24 ―

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 834,851 333,780 37.9
23年3月期 842,220 336,086 37.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  316,371百万円 23年3月期  318,351百万円

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月期第２四半期末の１株当たり配当金予想額につきましては、現時点では未定とし、開示が可能となった時点で速やかにご提案させて頂きます。 

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― 16.00

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  
 

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) 450,000 △3.7 15,000 △11.1 15,000 △9.2 7,000 △21.8 20.47
通期 960,000 0.5 45,000 12.7 45,000 11.8 24,000 19.7 70.20



(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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、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」をご参照ください。 

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 342,186,307 株 23年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 288,345 株 23年3月期 272,502 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 341,898,088 株 23年3月期1Q 324,837,765 株
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当第1四半期におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により、それまで回復基

調にあった経済活動は急速に悪化いたしました。 

 一方、海外におきましては、欧州の金融不安による景気悪化の懸念や、米国における景気回復の遅れ等

により円高基調にありますが、中国をはじめとするアジア各国においては、景気の回復傾向が続いており

ます。 

 このような状況の中で、当社グループの平成24年３月期第1四半期の連結業績は、売上高は2,142億74百

万円と前年同期に比べ106億38百万円、率にして4.7％の減収となりました。 

 セグメント別に見ますと、「機械器具部品」におきましては、震災の影響から、自動車メーカーが一時

的に大幅な生産調整を行ったことにより、ステアリング、駆動系部品の販売が大幅に減少し、第１四半期

の売上高は、前年同期に比べ191億83百万円、率にして9.5％減収の1,818億69百万円となりました。 

 一方、「工作機械」におきましては、工作機械・工業用熱処理炉等の需要増により、売上高は前年同期

に比べ85億45百万円、率にして35.8％増収の324億5百万円となりました。 

 営業利益につきましては、上記のとおり、「機械器具部品」の売上高が大幅に減少したこと等により、

９億73百万円減益の57億93百万円、経常利益につきましては61億91百万円となりました。また、四半期純

利益につきましては26億7百万円となりました。 

  

当第１四半期における総資産は有価証券の減少等により、8,348億51百万円と前期末に比べ73億68百

万円の減少となりました。負債につきましては、有利子負債の削減等により、前期末に比べ50億62百万

円減少の5,010億70百万円となりました。また純資産は、前期末に比べ23億5百万円減少の3,337億80百

万円となりました。 

  

平成24年3月期第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的

な算定が困難なため未定としておりましたが、予想値の算定が可能となりましたので、新たに記載してお

ります。また、平成23年６月21日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想につきまして

は、変更ありません。 

 なお、為替レートにつきましては、第２四半期以降、１USドル80円、１ユーロ110円を前提としており

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

  (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。 

  

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) 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等

  (1) 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

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 68,679 64,296

受取手形及び売掛金 169,597 180,583

有価証券 49,032 26,032

たな卸資産 130,998 137,076

その他 44,555 49,863

貸倒引当金 △982 △1,039

流動資産合計 461,880 456,812

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 134,773 133,442

その他（純額） 155,553 158,752

有形固定資産合計 290,326 292,194

無形固定資産 8,412 7,995

投資その他の資産 81,600 77,848

固定資産合計 380,339 378,038

資産合計 842,220 834,851

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 152,164 146,044

短期借入金 63,692 70,238

1年内返済予定の長期借入金 18,478 8,273

未払法人税等 5,522 3,602

役員賞与引当金 459 134

製品保証引当金 10,240 10,189

その他 62,625 70,019

流動負債合計 313,183 308,502

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 83,923 84,054

退職給付引当金 57,333 59,000

役員退職慰労引当金 3,283 2,303

環境対策引当金 778 754

負ののれん 2,059 1,776

その他 5,572 4,678

固定負債合計 192,949 192,568

負債合計 506,133 501,070
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(単位 百万円)

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 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 195,035 192,500

自己株式 △381 △381

株主資本合計 348,483 345,947

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,356 9,567

為替換算調整勘定 △39,488 △39,143

その他の包括利益累計額合計 △30,132 △29,576

少数株主持分 17,735 17,409

純資産合計 336,086 333,780

負債純資産合計 842,220 834,851
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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 百万円)

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 224,913 214,274

売上原価 193,236 182,521

売上総利益 31,676 31,753

販売費及び一般管理費 24,908 25,959

営業利益 6,767 5,793

営業外収益

受取利息 131 203

受取配当金 291 431

持分法による投資利益 475 146

為替差益 － 254

その他 904 1,148

営業外収益合計 1,804 2,184

営業外費用

支払利息 751 732

為替差損 767 －

その他 492 1,054

営業外費用合計 2,011 1,786

経常利益 6,560 6,191

特別利益

固定資産売却益 135 15

負ののれん発生益 － 32

特別利益合計 135 48

特別損失

固定資産除却損 354 116

減損損失 107 235

災害による損失 － 3,296

関係会社株式売却損 4 －

反ダンピング税過年度精算額 133 135

その他 － 29

特別損失合計 600 3,814

税金等調整前四半期純利益 6,095 2,425

法人税等 1,705 △497

少数株主損益調整前四半期純利益 4,389 2,922

少数株主利益 415 315

四半期純利益 3,974 2,607
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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 百万円)

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 4,389 2,922

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,435 209

為替換算調整勘定 △119 604

持分法適用会社に対する持分相当額 △288 △237

その他の包括利益合計 △3,842 577

四半期包括利益 547 3,500

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99 3,163

少数株主に係る四半期包括利益 447 336
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該当事項はありません。  

  

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) 

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位 百万円)

 
  

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位 百万円)

 
  

  (3) 継続企業の前提に関する注記

  (4) セグメント情報

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 201,052 23,860 224,913

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 81 2,175 2,257

計 201,134 26,036 227,170

セグメント利益又は損失(△) 7,567 △838 6,729

利 益 金 額

報告セグメント計 6,729

セグメント間取引消去 38

四半期連結損益計算書の営業利益 6,767
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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) 

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位 百万円)

 
  

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位 百万円)

 
  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 181,869 32,405 214,274

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 86 3,315 3,401

計 181,956 35,720 217,676

セグメント利益 3,842 1,961 5,803

利 益 金 額

報告セグメント計 5,803

セグメント間取引消去 △9

四半期連結損益計算書の営業利益 5,793

  (5) 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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