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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 3,885 36.9 167 ― 192 ― 180 ―

23年3月期第1四半期 2,838 10.2 △73 ― △62 ― △73 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 195百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △82百万円 （―％）

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 18.33 ―

23年3月期第1四半期 △7.45 ―

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 15,160 6,894 45.5
23年3月期 14,392 6,797 47.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,893百万円 23年3月期  6,796百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 9,400 66.1 330 ― 350 ― 330 ― 33.50
通期 18,000 40.2 460 310.3 450 260.1 420 ― 42.64



(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  ：  有  
詳細は、添付資料２ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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，四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続を実施中です。 

※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、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

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 9,850,000 株 23年3月期 9,850,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 76 株 23年3月期 76 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,849,924 株 23年3月期1Q 9,849,924 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）におけるわが国経済は、去る３月11

日に発生した東日本大震災の影響により厳しい状況が続いておりましたが、このところ上向きの動きが見られるよ

うになってきました。 

 当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、国内の生産・販売は低迷しておりますが、アジア地

域を中心とした海外市場が堅調に推移するなか、設備投資も回復してきております。 

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の受注高につきましては、自動車業界各社の設備投資が堅調に

推移していることを受け、プレス機械は1,636百万円（前年同四半期比29.4％増）、ＦＡシステム製品は1,820百万

円（前年同四半期比120.0％増）と回復いたしましたが、アフターサービス工事は東日本大震災の影響により、自

動車業界各社の生産量が減少したことにより、1,132百万円（前年同四半期比3.0％減）と微減いたしました。全体

では4,589百万円（前年同四半期比40.8％増）と回復いたしました。受注残高は前連結会計年度末に比べ704百万円

増加し11,204百万円となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は2,036百万円（前年同四半期比31.1％増）、ＦＡシステム製品は1,059百万

円（前年同四半期比46.1％増）、アフターサービス工事は788百万円（前年同四半期比40.9％増）となり、全体で

は3,885百万円（前年同四半期比36.9％増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高が増加したことや固定費の削減に努めた結果、営業利益167百万円（前年同四半

期は73百万円の営業損失）、経常利益192百万円（前年同四半期は62百万円の経常損失）、四半期純利益180百万円

（前年同四半期は73百万円の四半期純損失）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流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ806百万円増加し、11,917百

万円となりました。これは、主に現金及び預金が増加したことによるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、3,242百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ670百万円増加し、8,266百万円となりました。これは、主に未払金及び

未払費用が増加したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加し、6,894百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が増加したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び平成24年３月期通期の業績予想につきまして、平成23年５月10日に

公表いたしました業績予想を本日修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

  

（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。 

 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 3,750,894 4,455,791

受取手形及び売掛金 6,533,376 6,659,922

商品及び製品 52,112 38,631

仕掛品 411,754 456,972

原材料及び貯蔵品 150,927 162,272

繰延税金資産 338 358

その他 219,677 149,565

貸倒引当金 △8,230 △6,080

流動資産合計 11,110,853 11,917,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,114,130 1,097,816

機械装置及び運搬具（純額） 599,294 554,529

土地 854,677 854,677

その他（純額） 120,968 140,228

有形固定資産合計 2,689,069 2,647,250

無形固定資産   

のれん 118,132 107,264

その他 35,949 42,419

無形固定資産合計 154,081 149,684

投資その他の資産   

投資有価証券 338,679 346,266

その他 99,986 99,825

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 438,386 445,811

固定資産合計 3,281,537 3,242,746

資産合計 14,392,390 15,160,181



（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 947,676 814,745

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 2,694,606 3,153,532

未払費用 614,168 1,001,956

未払法人税等 31,416 20,884

前受金 132,113 166,894

賞与引当金 215,000 108,030

製品保証引当金 212,574 234,527

受注損失引当金 432,706 402,092

その他 34,996 73,335

流動負債合計 6,465,256 7,125,997

固定負債   

退職給付引当金 982,965 992,979

役員退職慰労引当金 17,489 19,748

その他 129,417 127,368

固定負債合計 1,129,872 1,140,095

負債合計 7,595,129 8,266,093

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 5,065,889 5,147,893

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,868,238 6,950,243

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,537 30,002

繰延ヘッジ損益 △1,986 △2,042

為替換算調整勘定 △101,027 △84,615

その他の包括利益累計額合計 △71,476 △56,654

新株予約権 500 500

純資産合計 6,797,261 6,894,088

負債純資産合計 14,392,390 15,160,181



（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 2,838,387 3,885,214

売上原価 2,572,960 3,359,957

売上総利益 265,426 525,257

販売費及び一般管理費 339,219 357,781

営業利益又は営業損失（△） △73,792 167,475

営業外収益   

受取利息 1,348 838

受取配当金 3,820 5,171

投資有価証券売却益 621 15,300

補助金収入 10,034 －

その他 11,830 7,250

営業外収益合計 27,655 28,560

営業外費用   

支払利息 2,975 1,451

為替差損 6,992 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,548 －

障害者雇用納付金 2,400 1,800

その他 60 437

営業外費用合計 15,976 3,689

経常利益又は経常損失（△） △62,113 192,346

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（△）

△62,113 192,346

法人税等 11,250 11,842

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73,363 180,503

四半期純利益又は四半期純損失（△） △73,363 180,503



（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 △73,363 180,503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,383 △1,534

繰延ヘッジ損益 3,541 △55

為替換算調整勘定 △1,674 16,411

その他の包括利益合計 △9,516 14,821

四半期包括利益 △82,880 195,325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,880 195,325

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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）及び当第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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 該当事項はありません。  

 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）セグメント情報等

（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
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