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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成23年9月20日） 

(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率は記載してお
りません。 

(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6月期第1四半期 4,739 ― 389 ― 367 ― 214 ―

23年6月期第1四半期 4,107 33.9 229 ― 284 ― 143 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 197百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 145百万円 （―％）

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6月期第1四半期 4.03 ―

23年6月期第1四半期 2.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年6月期第1四半期 21,285 15,563 73.1 292.03
23年6月期 21,465 15,472 72.1 290.32

（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  15,563百万円 23年6月期  15,472百万円

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6月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00

24年6月期 ―

24年6月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年6月21日～平成24年6月20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  
(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前期及び対前年同四半期増減率
は記載しておりません。 

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) 9,000 ― 660 ― 680 ― 410 ― 7.69
通期 17,900 ― 1,370 ― 1,430 ― 850 ― 15.95



(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が実施中です。 

※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、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

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6月期1Q 53,296,100 株 23年6月期 53,296,100 株

② 期末自己株式数 24年6月期1Q 3,037 株 23年6月期 2,460 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 53,293,352 株 23年6月期1Q 53,294,549 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 

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

四半期連結包括利益計算書 

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

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  10

       四半期連結損益計算書(前第２四半期連結会計期間) …………………………………………………………  10

1

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成24年6月期　第１四半期決算短信



（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の経済は、引き続き回復基調にあるものの、円高の進行や中国をはじめ

としたアジア各国の金融引き締め政策やユーロ圏の財政問題等による海外の景気減速など、先行き不透明な状況が続

いております。 

このような状況下、当社グループの主要ユーザーである製造業では、半導体製造装置業界は半導体メーカーの在庫

調整の影響で低調に推移したものの、工作機械や一般産業機械は引き続き堅調で、自動車生産の回復による関連業種

への波及効果もあって、設備投資は増加基調となりました。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は47億３千９百万円となり、収益改善策として原価

低減活動や経費削減、生産効率のアップを継続的に取り組んだことで、営業利益は３億８千９百万円、経常利益は３

億６千７百万円となり、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は２億１千４百万円となりました。 

なお、平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ヶ月の変則決算となっており

ますので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

  （機器事業） 

中国をはじめとする新興国向けの輸出に支えられた工作機械や一般産業機械向けの油空圧機器は堅調に推移いたし

ました。一方、特注油圧機器は需要の中心であった製鉄機械や環境機器メーカーの海外調達へのシフトにより受注は

低迷しておりますが、品質等の問題から一部は国内調達へと戻ってきております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は31億５千１百万円、営業利益は３億３千４百万円となりました。 

  （装置事業） 

自動車販売台数は回復したものの、国内における自動車設備の新規引き合いは依然として低迷した状態であります

が、海外、特に中国や韓国の自動車メーカーの設備投資は引き続き堅調に推移しております。 

一方、デジタル家電の出荷減による半導体需要の伸び悩みから半導体製造メーカーの設備投資が急速に減少いたし

ました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15億８千７百万円、営業利益は１億１千万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 流動資産は160億１千４百万円と前連結会計年度比１億１百万円減少しておりますが、これは主として現金及び預

金の減少５億５千８百万円、受取手形及び売掛金の増加４億６千１百万円によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は52億７千１百万円と前連結会計年度比７千７百万円減少しておりますが、これは主として有形固定資産

の減少５千５百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は57億２千２百万円と前連結会計年度比２億７千万円減少しておりますが、これは主として未払金の減少２億

５千５百万円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は155億６千３百万円と前連結会計年度比９千１百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余金の

増加１億８百万円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 

円高や海外の景気減速など下振れ懸念材料が多く、先行き不透明な状況ではありますが、当社グループの主要ユ

ーザーであります製造業、特に外需を中心に、設備投資が増加基調にあります。 

機器事業の受注環境は、油圧機器は工作機械や一般産業機械を中心に引き続き堅調に推移すると考えておりま

す。空気圧機器は鉄道車輌向けは一服感があるものの、ロボットメーカーとのコラボレーションによる電動グリッパ

の受注増が見込まれます。 

装置事業は、今年６月に中国天津市に設立しました太派机械(天津)有限公司において、中国の日系自動車メーカ

ーや韓国系自動車メーカー等向けに、現地生産や保守対応を推進いたします。 

また、半導体製造装置は現在は半導体需要の伸び悩みから設備投資が減少しておりますが、来年以降は徐々に回

復するものと予測しております。 

平成24年６月期の業績予想につきましては、平成23年７月28日の「平成23年６月期決算短信」において公表いた

しました業績予想から変更ありません。  

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。 

  

（追加情報）  

 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。  

  

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６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,003,851 6,445,126

受取手形及び売掛金 6,261,113 6,722,751

商品及び製品 252,914 278,387

仕掛品 1,133,078 1,198,084

原材料及び貯蔵品 962,297 1,021,928

繰延税金資産 351,577 269,997

その他 157,842 84,935

貸倒引当金 △6,180 △6,674

流動資産合計 16,116,496 16,014,536

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,139,117 1,121,837

機械装置及び運搬具（純額） 670,665 635,571

土地 2,576,602 2,576,602

その他（純額） 110,248 107,118

有形固定資産合計 4,496,634 4,441,129

無形固定資産 136,034 128,080

投資その他の資産   

投資有価証券 163,023 171,278

長期貸付金 49,698 44,077

繰延税金資産 429,563 411,374

破産更生債権等 3,348 3,187

その他 73,952 75,154

貸倒引当金 △3,398 △3,231

投資その他の資産合計 716,187 701,840

固定資産合計 5,348,855 5,271,050

資産合計 21,465,352 21,285,587
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,278,865 3,446,444

未払金 727,459 471,535

未払法人税等 112,012 47,873

賞与引当金 155,503 278,949

受注損失引当金 7,011 4,726

その他 478,382 242,241

流動負債合計 4,759,235 4,491,772

固定負債   

退職給付引当金 978,971 971,504

役員退職慰労引当金 71,700 75,645

負ののれん 111,543 109,694

その他 71,859 73,917

固定負債合計 1,234,074 1,230,761

負債合計 5,993,309 5,722,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 8,495,448 8,603,624

自己株式 △375 △465

株主資本合計 15,565,192 15,673,278

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,874 21,154

為替換算調整勘定 △113,024 △131,380

その他の包括利益累計額合計 △93,149 △110,225

純資産合計 15,472,042 15,563,053

負債純資産合計 21,465,352 21,285,587
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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３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 4,107,210 4,739,302

売上原価 3,050,596 3,513,992

売上総利益 1,056,613 1,225,310

販売費及び一般管理費 826,831 835,683

営業利益 229,782 389,627

営業外収益   

受取利息 1,817 1,102

受取配当金 486 1,062

受取賃貸料 7,887 7,832

負ののれん償却額 1,848 1,848

持分法による投資利益 218 6,492

助成金収入 30,274 105

その他 21,955 10,769

営業外収益合計 64,488 29,214

営業外費用   

支払利息 49 －

売上割引 3,142 2,844

不動産賃貸原価 3,013 3,635

為替差損 393 39,928

その他 2,990 4,577

営業外費用合計 9,589 50,985

経常利益 284,681 367,856

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1,474 －

特別利益合計 1,474 －

特別損失   

固定資産除売却損 3,872 305

退職特別加算金 27,067 －

投資有価証券評価損 － 1,070

特別損失合計 30,940 1,375

税金等調整前四半期純利益 255,216 366,481

法人税、住民税及び事業税 30,766 53,702

法人税等調整額 81,012 98,014

法人税等合計 111,778 151,717

四半期純利益 143,437 214,763
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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３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

四半期純利益 143,437 214,763

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,048 1,280

為替換算調整勘定 △2,129 △18,356

その他の包括利益合計 1,918 △17,075

四半期包括利益 145,356 197,687
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 該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

  前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

  

 【所在地別セグメント情報】 

  前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日）  

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。 

  

 【海外売上高】 

  前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,942,955  1,164,254  4,107,210         -  4,107,210

(2）セグメント間の内部売上高

及び振替高 
 14,685  30  14,715  △14,715       - 

計  2,957,641  1,164,284  4,121,926  △14,715  4,107,210

営業利益  256,988  200,539  457,527  △227,744  229,782

Ⅰ 海外売上高（千円） 489,768 

Ⅱ 連結売上高（千円） 4,107,210 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.9 
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【セグメント情報】  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社グループの構成単位は製品の種類別セグメントから構成されており、製品の種類・性質及び販売方法の

類似性により「機器事業」、「装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 機器事業では、標準及び特注油圧アクチュエータ並びに空気圧機器、油空圧関連機器、電動機器の製造・販

売を行っており、主要なユーザーは、国内外の一般産業機械・工作機械メーカーをはじめ、鉄道車両業界、自

動車業界、製鉄業界、電力業界等多岐にわたっています。 

 装置事業は、自動組立機械及び搬送システム、油水分離装置等の製造・販売を行っており、主要なユーザー

は、国内外の自動車メーカー、半導体製造装置メーカー、太陽電池パネル製造メーカー等であります。 

  

２．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 

  当第１四半期連結累計期間(自平成23年６月21日 至平成23年９月20日) 

（単位:千円）

(注１)セグメント利益の調整額△55,369千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△81,859千円が  

含まれております。主に当社管理部門に係る費用及び試験研究費であります。 

(注２)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント
計 調整額(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額

(注２) 機器事業 装置事業 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  3,151,861  1,587,441  4,739,302  －  4,739,302

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 38,827  19,875  58,702  △58,702  －

計  3,190,688  1,607,317  4,798,005  △58,702  4,739,302

セグメント利益  334,148  110,848  444,996  △55,369  389,627

（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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    四半期連結損益計算書 

 （前第２四半期連結会計期間） 

  

４．補足情報

             （単位：千円） 

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月21日 
至 平成22年９月20日） 

売上高   4,253,462

売上原価   3,176,575

売上総利益   1,076,886

販売費及び一般管理費   833,968

営業利益   242,918

営業外収益    

受取利息   1,975

受取配当金   706

受取賃借料  7,858

負ののれん償却額  1,848

持分法による投資利益   1,077

仕入割引  1,058

助成金収入  13,687

デリバティブ評価益  4,495

その他   7,134

営業外収益合計   39,841

営業外費用    

支払利息   47

売上割引  2,879

不動産賃貸原価  3,940

為替差損  36,956

その他   2,656

営業外費用合計   46,481

経常利益   236,278

特別利益    

固定資産売却益   150

貸倒引当金戻入額  353

特別利益合計   504

特別損失    

固定資産除売却損   5,343

退職特別加算金  13,712

特別損失合計   19,055

税金等調整前四半期純利益   217,727

法人税、住民税及び事業税   △3,879

法人税等調整額   90,468

法人税等合計   86,588

四半期純利益   131,139
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