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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 3,327 30.5 △17 ― △1 ― △33 ―
23年3月期第1四半期 2,550 34.3 △18 ― △4 ― △24 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 22百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △105百万円 （―％）

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 △5.95 ―
23年3月期第1四半期 △4.38 ―

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 8,714 3,951 44.6
23年3月期 9,299 3,958 41.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,884百万円 23年3月期  3,887百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ―        0～5.00                     0～5.00

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) 6,200 0.2 30 △60.1 40 △54.4 20 △40.7 3.58
通期 14,000 3.4 240 3.6 260 △14.7 150 10.6 26.87



(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予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は業況
の変化等により異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページを参照して下さい。 

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 6,158,000 株 23年3月期 6,158,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 574,640 株 23年3月期 574,640 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,583,360 株 23年3月期1Q 5,583,360 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 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

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

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

- 1 -



（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におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、急

速に落ち込んだものの、サプライチェーンの復旧から持ち直しました。 

 一方、海外におきましては、欧州の金融不安による景気の悪化懸念、米国の景気減速懸念等今後の不安材料はあ

りますが、新興国を中心として需要が増加し景気の回復傾向が続いております。 

 わが国の工作機械業界も、当第１四半期（４－６月）の受注額は前年同期比４０．１％増加となり回復傾向が続

いております。 

 こうした環境下、工作機械を主力取扱商品とする当社グループにおいても国内外で受注、売上とも回復傾向が続

いてきております。 

 上記の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は３３億２千７百万円（前年同期比３０．５％増）、営業損失

は１千７百万円（前年同期は１千８百万円の営業損失）、経常損失は１百万円（前年同期は４百万円の経常損

失）、四半期純損失は３千３百万円（前年同期は２千４百万円の四半期純損失）となりました。 

 セグメントの業績は次の通りであります。  

日本 

 工作機械の受注が回復し、当第１四半期連結累計期間の売上高は２５億５千２百万円（前年同期比３１．７％

増）となりました。営業損失は、売上は増加したものの、経費が増加し、１千４百万円（前年同期は４百万円の営

業損失）となりました。 

北米 

 自動車メーカー関係向けの受注は緩やかな回復を続け、当第１四半期連結累計期間の売上高は３億４千６百万円

（前年同期比１５．５％増）になりました。営業利益は、経費削減を行ったものの、売上原価上昇による減益分を

補いきれず、０百万円（前年同期比５７．１％減）となりました。 

欧州 

 自動車メーカー向けの受注が低迷し、当第１四半期連結累計期間の売上高は８千７百万円（前年同期比１５．

５％減）となりました。営業利益は、売上減少となったものの一層の経費削減に努めた結果、０百万円（前年同期

は２百万円の営業損失）となりました。 

アジア 

 自動車・２輪車メーカー向けの受注は回復基調が続き、当第１四半期連結累計期間の売上高は３億４千１百万円

（前年同期比６２．８％増）となりました。営業損失は、売上は増加したものの売上原価上昇による減益と経費の

増加により、１千１百万円（前年同期は１千１百万円の営業損失）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総資産は８７億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億８千４

百万円減少しました。これは主として受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は４７億６千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億７千７百

万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は３９億５千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円減

少しました。これは主として利益剰余金の減少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月期の通期及び第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成２３年５月１３日に

発表しました業績予想から変更しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 2,430,727 2,458,906

受取手形及び売掛金 3,430,997 2,812,693

商品 241,845 220,619

その他 265,340 239,539

流動資産合計 6,368,911 5,731,759

固定資産   

有形固定資産 1,152,661 1,146,044

無形固定資産   

その他 30,146 28,575

無形固定資産合計 30,146 28,575

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 963,568 1,023,917

貸倒引当金 △46,060 △45,610

投資その他の資産合計 1,747,583 1,808,382

固定資産合計 2,930,391 2,983,002

資産合計 9,299,302 8,714,761

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,601,223 3,052,261

短期借入金 366,897 338,605

未払法人税等 91,698 5,557

賞与引当金 66,130 24,150

その他 233,058 351,993

流動負債合計 4,359,008 3,772,568

固定負債   

長期借入金 134,446 116,113

役員退職慰労引当金 230,942 238,928

その他 616,554 635,373

固定負債合計 981,942 990,414

負債合計 5,340,951 4,762,982
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（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 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,086,915 3,025,785

自己株式 △116,120 △116,120

株主資本合計 3,648,594 3,587,465

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 118,020 155,122

土地再評価差額金 343,955 343,955

為替換算調整勘定 △222,885 △202,186

その他の包括利益累計額合計 239,090 296,892

少数株主持分 70,665 67,421

純資産合計 3,958,351 3,951,779

負債純資産合計 9,299,302 8,714,761
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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：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 2,550,948 3,327,727

売上原価 2,194,950 2,903,484

売上総利益 355,998 424,242

販売費及び一般管理費 374,982 441,345

営業損失（△） △18,984 △17,102

営業外収益   

受取利息 201 189

受取配当金 4,141 5,460

受取賃貸料 22,331 21,250

その他 7,293 5,359

営業外収益合計 33,967 32,261

営業外費用   

支払利息 2,169 1,753

不動産賃貸費用 6,510 6,668

債権売却損 3,658 3,411

為替差損 5,571 1,782

その他 1,938 2,549

営業外費用合計 19,847 16,163

経常損失（△） △4,864 △1,005

特別利益   

貸倒引当金戻入額 57 －

その他 272 －

特別利益合計 329 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,090 －

特別損失合計 1,090 －

税金等調整前四半期純損失（△） △5,625 △1,005

法人税、住民税及び事業税 6,293 8,176

過年度法人税等 5,713 －

法人税等調整額 8,896 25,262

法人税等合計 20,903 33,438

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △26,529 △34,443

少数株主損失（△） △2,054 △1,231

四半期純損失（△） △24,474 △33,212
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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損失（△） △26,529 △34,443

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △78,696 37,102

為替換算調整勘定 △315 19,526

その他の包括利益合計 △79,012 56,628

四半期包括利益 △105,541 22,184

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △102,852 24,588

少数株主に係る四半期包括利益 △2,689 △2,403
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  該当事項はありません。 
  

  

  

 （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） 

  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 

  

    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） 

  

  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

   

 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） 

  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 

  

   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） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
日本 北米 欧州 アジア 

売上高           

外部顧客への売上高  1,937,788  299,660  104,010  209,489  2,550,948

セグメント間の内部売上高又
は振替高  445,628  1,042  1,452  16,619  464,742

計  2,383,417  300,702  105,462  226,108  3,015,690

セグメント利益又は損失（△）  △4,265  2,097  △2,031  △11,310  △15,510

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △15,510

セグメント間取引消去  △3,474

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △18,984

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
日本 北米 欧州 アジア 

売上高           

外部顧客への売上高  2,552,575  346,114  87,842  341,194  3,327,727

セグメント間の内部売上高又
は振替高  399,822  1,692  795  1,403  403,713

計  2,952,397  347,807  88,637  342,597  3,731,440

セグメント利益又は損失（△）  △14,440  900  526  △11,636  △24,649

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △24,649

セグメント間取引消去  7,546

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △17,102
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  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（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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