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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 6,343 5.8 490 457.5 279 624.2 128 ―

23年3月期第2四半期 5,994 56.1 87 ― 38 ― △262 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 428百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △611百万円 （―％）

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2四半期 5.58 5.56
23年3月期第2四半期 △11.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,762 9,689 49.9
23年3月期 17,882 9,260 50.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,356百万円 23年3月期  8,961百万円

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  

24年３月期の期末配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 2.00

24年3月期（予想） ― ― ―

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、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  ：  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

通期 13,700 14.7 730 70.4 610 41.5 160 2.4 6.97



(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、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せん。 

※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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・平成24年３月期の期末の配当については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。配当予想額の開示が可能となった時点で
速やかに開示いたします。 

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2Q 23,684,000 株 23年3月期 23,684,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 733,330 株 23年3月期 733,330 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,950,670 株 23年3月期2Q 22,942,670 株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、震災後のサプライチェーンの復旧や個人消費の持ち直しから、

前年を上回る経済活動の水準となりました。世界経済は国別にばらつきが見られるなか、方向感に乏しい推移とな

り、期間後半には欧州債務問題の広がりを受けて、日本経済、世界経済ともに先行きへの不透明感が顕在化してま

いりました。 

  工業用ミシン業界におきましては、世界経済の動向を反映し、各国の縫製メーカーの設備投資意欲にばらつきが

見られるようになりました。自動車部品を中心とするダイカスト部品につきましては、一時的にサプライチェーン

問題の影響を受けたものの、全体としては堅調な需要が継続いたしました。 

  このような環境のもとで、適切なマーケティング活動に注力するとともに、引き続き素材価格の上昇や円高など

の厳しい事業環境に対処するため、販売価格の見直しやコストダウンにも努めた結果、当第２四半期連結累計期間

の売上高は63億43百万円（前年同四半期比5.8％増）となり、営業利益は４億90百万円（前年同四半期比457.5％

増）、経常利益は２億79百万円（前年同四半期比624.2％増）、四半期純利益は１億28百万円（前年同四半期は四半

期純損失２億62百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（工業用ミシン） 

  工業用ミシンにつきましては、販売価格の見直しやコストダウンなどに努め、売上高57億34百万円（前年同四半

期比4.5％増）、営業利益７億50百万円（前年同四半期比80.4％増）となりました。 

  

（ダイカスト部品） 

  ダイカスト部品につきましては、引き続き増産体制の整備を行い、品質面における高評価を維持向上することに

より、売上高５億94百万円（前年同四半期比20.5％増）、営業利益１億41百万円（前年同四半期比57.3％増）とな

りました。 

  

（その他） 

  その他につきましては、データ入力業務やソフトウエア開発等のサービスを提供することにより、売上高14百万

円（前年同四半期比2.8％減）、営業損失０百万円（前年同四半期は営業利益２百万円）となりました。 

  

①財政状態の分析 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて８億93百万円増加し、138億２百万円となりました。これは、原材料及

び貯蔵品が６億77百万円、受取手形及び売掛金が２億33百万円それぞれ増加し、現金及び預金が３億16百万円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて13百万円減少し、49億60万円となりました。これは、有形固定資産が２

億１百万円増加し、投資その他の資産が２億47百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて８億80百万円増加し、187億62百万円となりました。 
  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億６百万円増加し、66億58百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が２億９百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて45百万円増加し、24億14百万円となりました。これは、長期借入金が１

億77百万円、退職給付引当金が32百万円それぞれ増加し、社債が１億89百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて４億51百万円増加し、90億73百万円となりました。 

  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億28百万円増加し、96億89百万円となりました。これは、為替換算

調整勘定が２億88百万円、利益剰余金が１億28百万円それぞれ増加したことなどによります。 
  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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②連結キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、40億12百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が３億72百万円であり、たな卸資産の増加６

億30百万円、売上債権の増加２億３百万円、仕入債務の増加２億９百万円、減価償却費１億79百万円などにより、

３億81百万円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入４億40百万円、有形固定資産の売却による収

入１億30百万円、有形固定資産の取得による支出２億51百万円、定期預金の預入による支出１億55百万円などによ

り、１億24百万円の収入となりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額１億23百万円などにより、１億22百万円の収入と

なりました。 

  

平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,547,386 4,230,557

受取手形及び売掛金 2,938,272 3,172,007

有価証券 3,322 202,237

商品及び製品 1,445,795 1,653,647

仕掛品 563,920 404,341

原材料及び貯蔵品 3,159,710 3,837,039

その他 268,057 317,026

貸倒引当金 △18,113 △14,722

流動資産合計 12,908,352 13,802,134

固定資産

有形固定資産 3,769,395 3,970,745

無形固定資産 328,256 361,629

投資その他の資産 876,268 628,382

固定資産合計 4,973,919 4,960,758

資産合計 17,882,272 18,762,893

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,409 1,435,656

短期借入金 3,612,232 3,563,446

未払法人税等 191,641 203,866

賞与引当金 85,717 95,155

その他 1,136,341 1,360,355

流動負債合計 6,252,342 6,658,480

固定負債

社債 717,000 527,500

長期借入金 778,112 955,968

退職給付引当金 264,649 296,715

役員退職慰労引当金 2,166 －

その他 607,170 634,689

固定負債合計 2,369,099 2,414,873

負債合計 8,621,441 9,073,353
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,903,950 1,903,950

資本剰余金 2,050,273 2,050,273

利益剰余金 7,304,046 7,432,112

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 10,966,796 11,094,862

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △29,914 △51,547

為替換算調整勘定 △1,975,280 △1,686,984

その他の包括利益累計額合計 △2,005,195 △1,738,531

少数株主持分 299,229 333,209

純資産合計 9,260,830 9,689,539

負債純資産合計 17,882,272 18,762,893
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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２四半期連結累計期間
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

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

売上高 5,994,183 6,343,579

売上原価 4,310,124 4,132,663

売上総利益 1,684,058 2,210,916

販売費及び一般管理費 1,596,114 1,720,642

営業利益 87,944 490,273

営業外収益

受取利息 26,435 29,744

受取配当金 3,695 4,153

不動産賃貸料 19,949 8,438

デリバティブ評価益 25,733 －

助成金収入 6,718 －

その他 10,085 4,304

営業外収益合計 92,618 46,641

営業外費用

支払利息 58,605 49,517

為替差損 79,298 196,012

その他 4,003 11,435

営業外費用合計 141,907 256,964

経常利益 38,654 279,950

特別利益

固定資産売却益 1,358 92,761

貸倒引当金戻入額 628 －

特別利益合計 1,986 92,761

特別損失

固定資産除売却損 4,168 －

投資有価証券評価損 50,203 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 117,041 －

特別損失合計 171,414 －

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（△）

△130,772 372,711

法人税、住民税及び事業税 107,759 178,782

法人税等調整額 4,371 45,211

法人税等合計 112,131 223,994

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（△）

△242,904 148,717

少数株主利益 19,893 20,651

四半期純利益又は四半期純損失（△） △262,797 128,065
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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（△）

△242,904 148,717

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,819 △21,632

為替換算調整勘定 △351,309 301,624

その他の包括利益合計 △368,129 279,992

四半期包括利益 △611,033 428,709

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △618,288 394,730

少数株主に係る四半期包括利益 7,255 33,979
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(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（△）

△130,772 372,711

減価償却費 197,853 179,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） △133 △3,918

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,501 32,066

デリバティブ評価損益（△は益） △25,733 8,723

受取利息及び受取配当金 △30,131 △33,897

支払利息 58,605 49,517

為替差損益（△は益） △155,707 △67,163

受取賃貸料 △19,949 △8,438

固定資産除売却損益（△は益） 2,810 △92,761

投資有価証券評価損益（△は益） 50,203 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 117,041 －

売上債権の増減額（△は増加） △793,320 △203,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,458 △630,327

仕入債務の増減額（△は減少） 859,638 209,606

未払金の増減額（△は減少） △52,392 23,181

その他 △19,488 △21,962

小計 76,565 △186,700

利息及び配当金の受取額 28,061 29,785

利息の支払額 △55,941 △48,689

法人税等の支払額 △70,680 △176,366

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,995 △381,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △331,817 △155,684

定期預金の払戻による収入 222,684 440,161

有形固定資産の取得による支出 △62,774 △251,597

有形固定資産の売却による収入 2,358 130,896

無形固定資産の取得による支出 △3,552 △28,656

投資有価証券の取得による支出 △198,678 －

投資不動産の賃貸による収入 16,193 7,110

その他 △10,247 △17,540

投資活動によるキャッシュ・フロー △365,834 124,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 198,510 20,000

長期借入れによる収入 100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △292,926 △284,480

社債の償還による支出 △136,000 △212,500

その他 △217 △891

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,633 122,128

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,886 90,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △683,349 △44,358

現金及び現金同等物の期首残高 4,751,255 4,056,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,067,906 4,012,218
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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