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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,322 △6.5 58 △81.5 87 △73.3 43 △68.8

23年3月期第2四半期 5,694 12.2 319 210.8 329 171.3 139 257.8

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2四半期 1.52 ―

23年3月期第2四半期 4.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 16,264 11,230 69.0
23年3月期 16,802 11,457 68.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,230百万円 23年3月期  11,457百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 5.50 5.50

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 11,600 △0.3 140 △72.0 190 △56.8 90 △57.5 3.16



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ．３ 「 ２．サマリー情報（その他）に関する事項 (1) 四半期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。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2Q 30,887,396 株 23年3月期 30,887,396 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,425,639 株 23年3月期 2,423,667 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 28,462,509 株 23年3月期2Q 28,745,723 株

※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きが実施中です。 

※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
の業績等は国内外の経済情勢並びに予期できない資源高騰等の様々な要因により異なる可能性があります。 



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) 経営成績に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

(3) 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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３．四半期財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

(1) 四半期貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

(2) 四半期損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

 

旭精機工業㈱（6111）平成24年3月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 1 -



１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により生産面を中心に下押し圧力が

働き、サプライチェーンの立て直し等を背景に持ち直してきたものの、電力供給の制約や急激な円高の進

行等の影響を受け、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社は、コスト削減をさらに徹底するとともに、生産性の向上及び営業活動を強

力に推し進め、業績の向上に努めてまいりましたが、売上高は53億２千２百万円と前年同期比6.5％の減少、

営業利益は５千８百万円と前年同期比81.5％の減少、経常利益は８千７百万円と前年同期比73.3％の減少、

四半期純利益は４千３百万円と前年同期比68.8％の減少となりました。 

 以下セグメント別の売上高についてご説明申しあげます。 

 まず、「精密加工事業部」ですが、38億１千１百万円と前年同期比3.5％の増加となり、その内容は以下

のとおりです。 

 「精密金属加工品」は、おもに主力の水晶振動子用ケースが減少したことにより、19億９千４百万円と

前年同期比7.7％の減少となりました。「小口径銃弾」は、18億１千６百万円と前年同期比19.6％の増加と

なりました。 

 次に、「機械事業部」ですが、15億１千万円と前年同期比24.9％の減少となり、その内容は以下のとおり

です。 

 「プレス機械」は、電池ケース加工用プレスが減少したことなどにより、７億４千３百万円と前年同期

比36.8％の減少となりました。「航空機部品」は、旅客機用部品の受注減から、３億９千５百万円と前年同

期比8.0％の減少となりました。「ばね機械」は、２億３千１百万円と前年同期比5.6％の増加となりました。

「自動機・専用機」は、自動車関連向けが減少したことなどにより、４千万円と前年同期比67.0％の減少

となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前期末より５億３千８百万円の減少となりました。これは主に、売上債権

が４億９千９百万円減少したことによるものです。負債につきましては、３億１千万円の減少となりまし

た。これは主に、短期借入金が３億円減少したことによるものです。純資産につきましては、２億２千７

百万円の減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が１億１千３百万円及び利益剰余金

が１億１千３百万円減少したことによるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年７月28日付の平成24年３月期第１四半期決算短信

〔日本基準〕（非連結）で発表いたしました予想値を修正しております。業績予想に関する事項につきまし

ては、本日平成23年10月28日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,001,136 4,843,237

受取手形及び売掛金 3,003,570 2,503,951

製品 187,330 253,644

仕掛品 1,399,102 1,632,435

原材料及び貯蔵品 659,412 655,199

その他 143,208 135,325

貸倒引当金 △15,700 △13,100

流動資産合計 10,378,060 10,010,693

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,729,615 1,707,007

機械及び装置（純額） 1,870,198 1,646,945

その他（純額） 776,043 982,568

有形固定資産合計 4,375,857 4,336,521

無形固定資産 88,996 81,774

投資その他の資産   

投資有価証券 1,327,536 1,144,265

その他 636,338 694,306

貸倒引当金 △4,699 △3,525

投資その他の資産合計 1,959,175 1,835,046

固定資産合計 6,424,029 6,253,342

資産合計 16,802,090 16,264,036
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,002,481 1,999,985

短期借入金 1,200,000 900,000

未払法人税等 143,935 55,040

賞与引当金 196,426 206,736

その他 557,622 539,159

流動負債合計 4,100,466 3,700,921

固定負債   

退職給付引当金 1,095,711 1,140,753

役員退職慰労引当金 139,662 163,098

その他 8,561 28,881

固定負債合計 1,243,935 1,332,732

負債合計 5,344,401 5,033,654

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,468,202 3,468,202

利益剰余金 3,817,954 3,704,770

自己株式 △339,311 △339,615

株主資本合計 11,122,262 11,008,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 335,425 221,607

評価・換算差額等合計 335,425 221,607

純資産合計 11,457,688 11,230,381

負債純資産合計 16,802,090 16,264,036
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,694,846 5,322,496

売上原価 4,754,043 4,600,769

売上総利益 940,802 721,727

販売費及び一般管理費 621,739 662,980

営業利益 319,062 58,746

営業外収益   

受取利息 523 247

受取配当金 11,478 13,250

固定資産賃貸料 24,750 22,381

その他 3,748 10,605

営業外収益合計 40,500 46,485

営業外費用   

支払利息 5,593 4,091

固定資産賃貸費用 14,620 12,940

たな卸資産廃棄損 8,828 －

その他 1,198 518

営業外費用合計 30,240 17,550

経常利益 329,322 87,681

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,374 －

投資有価証券売却益 － 1,907

特別利益合計 3,374 1,907

特別損失   

固定資産売却損 5,496 422

固定資産除却損 13,276 3,340

投資有価証券評価損 34,111 2,170

特別損失合計 52,883 5,932

税引前四半期純利益 279,812 83,656

法人税等 140,560 40,290

四半期純利益 139,252 43,366
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 279,812 83,656

減価償却費 407,278 386,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,374 △3,774

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,891 10,310

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,626 45,041

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,288 23,436

受取利息及び受取配当金 △12,001 △13,498

支払利息 5,593 4,091

有形固定資産売却損益（△は益） 5,496 422

有形固定資産除却損 13,153 3,340

売上債権の増減額（△は増加） △147,366 499,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,100 △295,433

仕入債務の増減額（△は減少） 227,771 △2,496

その他 △21,009 △70,342

小計 602,701 670,913

利息及び配当金の受取額 12,001 13,498

利息の支払額 △5,888 △4,091

法人税等の支払額 △104,504 △129,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 504,311 551,316

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △142,626 △256,784

有形固定資産の売却による収入 2,752 425

無形固定資産の取得による支出 △18,796 △3,630

投資有価証券の取得による支出 △2,323 △2,388

投資有価証券の売却による収入 － 11,587

定期預金の預入による支出 － △500,000

その他 △50 293

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,044 △750,497

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △240,000 △300,000

自己株式の取得による支出 △65,960 △303

配当金の支払額 △157,627 △155,641

その他 △383 △2,775

財務活動によるキャッシュ・フロー △463,971 △458,721

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,789 △657,898

現金及び現金同等物の期首残高 4,733,830 5,001,136

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,613,040 4,343,237
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   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 

   該当事項はありません。 
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