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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 34,733 17.1 190 ― 627 ― 116 ―
23年3月期第1四半期 29,669 20.4 △2,185 ― △2,380 ― △1,629 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,732百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △4,142百万円 （―％）

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 0.30 ―
23年3月期第1四半期 △4.27 ―

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 468,716 377,012 80.0
23年3月期 452,792 375,159 82.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  375,159百万円 23年3月期  373,433百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

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) 85,000 12.9 2,500 ― 4,000 493.0 1,800 ― 4.71
通期 190,000 16.5 11,000 152.7 14,000 107.2 8,000 194.5 20.95



(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。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 「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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 396,502,117 株 23年3月期 396,502,117 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 14,657,137 株 23年3月期 14,649,728 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 381,846,322 株 23年3月期1Q 381,918,477 株
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明会を開催いたします。この説明会用の決算補足説明資料については、決算発表後説明会の開始時刻までの
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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 

当第１四半期の世界経済は、中国・インド等の新興国での景気は拡大傾向を継続しており、米国・欧

州等の先進国では緩やかな回復が続きました。 

一方、日本経済は、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい状況は続いているものの、徐々に持

ち直しの動きも見られるようになってきました。   

このような状況の下、当第１四半期の経営成績は、当社をはじめ国内外主要連結子会社の業績が概ね

回復基調で推移し、受注高 402 億円（前年同期比 19.7％増）、売上高 347 億円（同 17.1％増）となりま

した。 

事業別の売上高の状況につきましては、金属加工機械事業において、板金部門 244 億円（前年同期比

16.3％増）、プレス部門 12 億円(同 4.1％減)となり、全体では 256 億円（同 15.1％増）となりました。

また、金属工作機械事業では切削部門 58 億円(前年同期比 22.2％増)、工作機械部門 28 億円(同 33.3％

増)となり、全体では売上高86億円（同25.6％増）となりました。 

主要な地域別売上高の内訳では、日本は前年同期比 19.8％増の 151 億円となりました。一方、海外で

は北米43億円（同3.3％増）、欧州68億円（同23.6％増）、アジア75億円（同22.9％増）と主要３地域

でいずれも増加し、海外全体では前年同期比15.1％増の195億円となりました。 

損益面におきましては、増収効果や操業度の上昇などによる粗利の改善、販管費比率の低減等により、

営業利益１億円、経常利益６億円、四半期純利益１億円と、いずれも前年同期の赤字から黒字化いたし

ました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期末の総資産は、前期末に比べ 159 億円増加し、4,687 億円となりました。また、純資産は

前期末比 18 億円増の 3,770 億円となりました。自己資本比率は前期末の 82.5％から 80.0％となりまし

た。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
今後の経済動向は、全体としては引き続き緩やかな回復が続くものと思われますが、日本での東日本

大震災の影響による電力供給事情や欧米諸国の財政問題などの懸念材料も多数存在しております。 

連結業績予想につきましては、現時点では概ね期初の想定どおりで推移しておりますので、第２四半

期連結累計期間及び通期とも平成23年５月12日の前期決算発表時に公表した業績予想値を変更しており

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 
       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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
    該当事項はありません。 



３．四半期連結財務諸表 
（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 66,820 70,067

受取手形及び売掛金 100,220 92,754

リース投資資産 9,844 9,336

有価証券 26,669 37,602

商品及び製品 36,256 42,262

仕掛品 6,074 6,827

原材料及び貯蔵品 10,063 11,193

その他 9,875 9,701

貸倒引当金 △2,307 △2,381

流動資産合計 263,519 277,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,863 44,055

その他（純額） 62,127 63,532

有形固定資産合計 105,990 107,588

無形固定資産   

のれん 3,736 3,925

その他 3,224 3,097

無形固定資産合計 6,961 7,022

投資その他の資産   

投資有価証券 50,989 51,642

その他 25,735 25,496

貸倒引当金 △402 △399

投資その他の資産合計 76,321 76,740

固定資産合計 189,273 191,351

資産合計 452,792 468,716
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,302 11,560

短期借入金 6,592 7,585

未払法人税等 1,526 1,008

賞与引当金 1,924 3,056

役員賞与引当金 63 47

災害損失引当金 237 141

割賦販売未実現利益 15,350 14,626

その他 15,883 30,514

流動負債合計 53,879 68,541

固定負債   

長期借入金 1,621 1,486

退職給付引当金 11,784 11,507

役員退職慰労引当金 61 86

負ののれん 529 463

その他 9,756 9,618

固定負債合計 23,753 23,162

負債合計 77,632 91,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,768 54,768

資本剰余金 163,199 163,199

利益剰余金 203,485 201,692

自己株式 △9,131 △9,136

株主資本合計 412,321 410,523

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,755 △5,811

繰延ヘッジ損益 △151 41

土地再評価差額金 △9,475 △9,475

為替換算調整勘定 △23,506 △20,119

その他の包括利益累計額合計 △38,887 △35,364

新株予約権 87 123

少数株主持分 1,637 1,730

純資産合計 375,159 377,012

負債純資産合計 452,792 468,716
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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 29,669 34,733

売上原価 18,616 19,915

売上総利益 11,052 14,818

販売費及び一般管理費   

販売手数料 1,442 1,181

荷造運搬費 1,419 1,666

給料及び手当 3,895 4,106

その他 7,991 8,505

販売費及び一般管理費合計 14,750 15,460

割賦販売等繰延利益繰戻 1,921 1,497

割賦販売等未実現利益繰延 409 664

営業利益又は営業損失（△） △2,185 190

営業外収益   

受取利息 460 411

受取配当金 229 222

その他 357 415

営業外収益合計 1,048 1,049

営業外費用   

支払利息 79 53

持分法による投資損失 163 38

為替差損 970 346

その他 29 174

営業外費用合計 1,243 613

経常利益又は経常損失（△） △2,380 627

特別利益   

固定資産売却益 386 3

ゴルフ会員権売却益 － 8

その他 0 －

特別利益合計 386 11

特別損失   

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 6 1

ゴルフ会員権売却損 － 1

特別退職金 132 －

その他 36 －

特別損失合計 177 4

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（△）

△2,171 634

法人税、住民税及び事業税 334 671

法人税等調整額 △900 △210

法人税等合計 △565 460

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（△）

△1,605 173

少数株主利益 23 57

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,629 116
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,605 173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,448 △60

繰延ヘッジ損益 52 192

為替換算調整勘定 △1,133 3,397

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 29

その他の包括利益合計 △2,536 3,558

四半期包括利益 △4,142 3,732

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,280 3,639

少数株主に係る四半期包括利益 138 92
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（３）継続企業の前提に関する注記

  該当事項はありません。

（４）セグメント情報

Ⅰ 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）

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）

報告セグメント

金属
加工機械

金属
工作機械

計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 22,310  6,884   29,194  474     29,669  － 29,669  

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 7       6       14      -       14      △14 －

計 22,318  6,891   29,209  474     29,683  △14 29,669  

△2,399 97 △2,301 116 △2,185 － △2,185

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、

 　   ゴルフ場の経営及びカーリース事業等を含んでおります。

 　 2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 　   

Ⅱ 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）

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）

報告セグメント

金属
加工機械

金属
工作機械

計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 25,675  8,648   34,323  409     34,733  － 34,733  

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 9       3       12      -       12      △12 －

計 25,685  8,651   34,336  409     34,746  △12 34,733  

△411 515 104 86 190 － 190

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、

 　   ゴルフ場の経営及びカーリース事業等を含んでおります。

 　 2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)2

セグメント利益又は損失(△）

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)2

その他
(注)1

合計 調整額

セグメント利益又は損失(△）

その他
(注)1

合計 調整額
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（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

 ① 受注状況

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

　　至　平成22年６月30日） 　　至　平成23年６月30日）

 受　注　高  受 注 残 高  受　注　高  受 注 残 高

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

24,574 73.1 18,537 81.1 30,059 74.7 21,996 77.0 

板 金 部 門 23,350 69.5 17,809 77.9 28,987 72.0 21,166 74.1 

プ レ ス 部 門 1,223 3.6 727 3.2 1,072 2.7 829 2.9 

8,577 25.5 4,318 18.9 9,785 24.3 6,559 23.0 

切 削 部 門 5,183 15.4 950 4.2 6,327 15.7 2,177 7.6 

工 作 機 械 部 門 3,393 10.1 3,368 14.7 3,457 8.6 4,382 15.4 

そ の 他 475 1.4 2 0.0 410 1.0 4 0.0

33,628 100.0 22,858 100.0 40,254 100.0 28,560 100.0 

② 販売実績

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

　　至　平成22年６月30日） 　　至　平成23年６月30日）

構成比 構成比

（％） （％）

75.2 73.9

板 金 部 門 70.8 70.3

プ レ ス 部 門 4.4 3.6

23.2 24.9

切 削 部 門 16.1 16.8

工 作 機 械 部 門 7.1 8.1

そ の 他 1.6 1.2

100.0 100.0

(注）｢受注及び販売の状況」における各項目の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）地域別売上高の状況

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

　　至　平成22年６月30日） 　　至　平成23年６月30日）

構成比 構成比

（％） （％）

42.6 43.6

57.4 56.4

北 米 14.4 12.7

欧 州 5,580 18.8 6,899 19.9

ア ジ ア 6,140 20.7 7,549 21.7

そ の 他 の 地 域 3.5 2.1

100.0 100.0

(注）本表の売上高は、当社企業集団からの当該地域への売上高であります。

 合　　計 29,669 34,733

4,253 4,396

1,043 737

海 外 17,018 19,582

日 本 12,650 15,151

地域別

金額 金額

（百万円） （百万円）

（百万円）

事業別

 合　　計

事業別

金額

29,669 34,733

2,115 2,819

474 409

4,769 5,828

1,306

25,675

8,648

21,003 24,422

1,253

金 属 加 工 機 械 事 業

金 属 加 工 機 械 事 業

金 属 工 作 機 械 事 業

22,310

6,884

 合　　計

金 属 工 作 機 械 事 業

金額

（百万円）

－ 8 －
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