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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 1,496 30.5 13 ― 8 ― 8 ―

23年3月期第1四半期 1,146 63.1 △210 ― △237 ― △240 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 5百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △243百万円 （―％）

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 0.36 ―

23年3月期第1四半期 △10.24 ―

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 5,371 1,499 27.9
23年3月期 5,271 1,493 28.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,499百万円 23年3月期  1,493百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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  ：  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) 2,723 5.0 66 ― 35 ― 25 ― 1.06
通期 5,341 10.2 134 ― 72 ― 52 ― 2.21



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。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「（３）連結予想に関する定
性的情報」をご覧下さい。 

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 23,550,000 株 23年3月期 23,550,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 29,332 株 23年3月期 29,132 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,520,768 株 23年3月期1Q 23,523,070 株



  

  

○添付資料の目次

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

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

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

（３）連結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 ………………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………………………………………  2

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  7

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  7



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期における日本経済は世界的にはヨーロッパや米国の金融財政不安懸念およびそれに伴う円高等、依

然わが国のおかれた環境は厳しい状況が続いております。 

 一方わが国においても東日本大震災の経済的影響に加え、電力供給問題によりもたらされる先行きの不透明感は

拭い去る事ができません。 

 このような環境のもと、当社グループは、得意分野である大型特殊機及びホットプレスの販売を集中・強化する

戦略を図り、当第１四半期連結累計期間に関しては、震災前の受注案件の出荷が大半であった事により売上に関し

ては震災の影響を受けることなく順調に推移し、利益面につきましても大規模な合理化を含む事業競争力の強化及

びコストダウン活動の強化を推進してきた結果、大幅に改善されました。 

 当第１四半期累計期間売上額につきましては、射出成形機は753百万円（前年同期比57.6％増）、プレス機は204

百万円（前年同期比22.3％減）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は1,496百万円（前年同期比30.5％

増）となりました。このうち国内売上高は617百万円（前年同期比129.8％増）、海外売上高は879百万円（前年同

期比0.1％増）となり連結売上高に占める海外売上高は58.7％となりました。 

 利益面につきましては、経常利益８百万円、四半期純利益８百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、5,371百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し

ました。流動資産は、主に売上債権増加等により、前連結会計年度末に比べ117百万円増加の3,906百万円となりま

した。固定資産は、減価償却等により、前連結会計年度末に比べ17百万円減少の1,400百万円となりました。負債

は、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ93百万円増加の3,872百万円となりました。純資産は、四

半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ５百万円増加の1,499百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はあり

ません。  

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（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 590,194 559,319 

受取手形及び売掛金 1,192,792 1,468,547 

製品 56,545 57,363 

仕掛品 662,798 640,851 

原材料及び貯蔵品 1,222,997 1,167,567 

その他 77,606 25,764 

貸倒引当金 △14,537 △13,194 

流動資産合計 3,788,398 3,906,218 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 796,250 777,548 

機械装置及び運搬具（純額） 238,993 241,621 

土地 337,084 337,084 

その他（純額） 45,420 43,935 

有形固定資産合計 1,417,748 1,400,190 

無形固定資産 30,701 30,373 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675 

その他 29,601 31,790 

貸倒引当金 △248 △3,129 

投資その他の資産合計 35,028 34,335 

固定資産合計 1,483,478 1,464,899 

資産合計 5,271,876 5,371,117 



（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 1,110,086 1,294,431 

短期借入金 1,408,390 1,409,307 

1年内返済予定の長期借入金 16,204 15,442 

未払法人税等 25,320 13,941 

引当金 37,412 41,498 

その他 355,846 279,776 

流動負債合計 2,953,260 3,054,397 

固定負債   

長期借入金 82,520 78,734 

退職給付引当金 709,919 708,491 

役員退職慰労引当金 5,610 5,950 

その他 26,903 24,527 

固定負債合計 824,953 817,702 

負債合計 3,778,213 3,872,100 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 3,008,500 

資本剰余金 625,270 625,270 

利益剰余金 △2,119,876 △2,111,394 

自己株式 △6,755 △6,768 

株主資本合計 1,507,137 1,515,608 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △13,475 △16,591 

その他の包括利益累計額合計 △13,475 △16,591 

純資産合計 1,493,662 1,499,016 

負債純資産合計 5,271,876 5,371,117 



（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 1,146,586 1,496,660 

売上原価 981,654 1,149,564 

売上総利益 164,931 347,095 

販売費及び一般管理費 375,055 333,133 

営業利益又は営業損失（△） △210,123 13,962 

営業外収益   

受取利息 22 69 

受取配当金 146 146 

仕入割引 78 60 

受取賃貸料 600 1,139 

受取ロイヤリティー 476 1,676 

その他 1,418 1,020 

営業外収益合計 2,741 4,113 

営業外費用   

支払利息 19,215 6,043 

為替差損 10,641 1,364 

手形売却損 25 － 

その他 149 1,986 

営業外費用合計 30,031 9,394 

経常利益又は経常損失（△） △237,413 8,680 

特別利益   

固定資産売却益 － 2 

貸倒引当金戻入額 762 － 

退職給付制度改定益 － 9,178 

特別利益合計 762 9,180 

特別損失   

固定資産除売却損 38 1,790 

特別損失合計 38 1,790 

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（△）

△236,688 16,071 

法人税、住民税及び事業税 4,310 7,588 

法人税等合計 4,310 7,588 

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（△）

△240,999 8,482 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △240,999 8,482 



（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 △240,999 8,482 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △2,732 △3,115 

その他の包括利益合計 △2,732 △3,115 

四半期包括利益 △243,731 5,366 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △243,731 5,366 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



 該当事項はありません。  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（退職給付引当金）  

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年5月に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行

に伴う影響額は、特別利益として9,178千円計上されております。 

  

 該当事項はありません。   

  

（重要な固定資産の譲渡） 

 当社は、平成23年７月20日開催の取締役会において、次のとおり固定資産を譲渡することを決議しました。 

①譲渡の理由 

当社グループにおける資産効率の向上及び財務体質の健全化を図るため、当社及び当社連結子会社である株式

会社名高製作所の保有資産の一部を譲渡することといたしました。 

  

②譲渡する相手会社の名称    

サンキ工業株式会社 

  

③譲渡資産の種類、譲渡前の使途  

  

④譲渡の時期 

  

⑤譲渡価額 

  

⑥損益に与える影響額  

 本件固定資産譲渡に伴い、平成24年３月期の連結決算（第４四半期）において、譲渡価額から帳簿価額及び

諸費用等を控除した相当額（概算額：67百万円）について、固定資産売却益（特別利益）を計上する予定で

す。 

     

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

資産の内容及び所在地 種類 帳簿価額 譲渡前の使途  

当社譲渡資産 

愛知県大府市北崎町福池7番34 

他18筆 

土地 8,925.62㎡ 

土地 百万円 118
駐車場・倉庫  

建物 百万円 30

当社連結子会社譲渡資産 

愛知県大府市北崎町福池12番地 建物 百万円 23 事務所・工場 

物件引渡期日 平成24年3月31日(予定) 

 253百万円 
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