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(百万円未満切捨て)

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）

（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 9,993 39.7 535 ― 453 ― 213 ―

23年３月期第２四半期 7,154 116.4 △20 ― 20 ― △125 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 409百万円(－％) 23年３月期第２四半期 △154百万円(－％)

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 3. 25 ―

23年３月期第２四半期 △1. 91 ―

（２）連結財政状態

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 22,466 11,518 44.6

23年３月期 20,753 11,257 47.0

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 10,020百万円 23年３月期 9,748百万円

２．配当の状況

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 ― 1. 50 1. 50

24年３月期 ― 1. 00

24年３月期(予想) ― 1. 50 2. 50

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)

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 19,900 13.9 1,140 55.7 1,130 57.8 670 53.3 10.20



  

 

 

 
  

  

・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レビュー手続は終了していません。 

  

・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「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ― 社 (    ―    )、除外 ― 社 (    ―    )

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 65,781,228株 23年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 97,594株 23年３月期 95,976株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 65,684,722株 23年３月期２Ｑ 65,686,146株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの復旧により

もち直しの動きが継続しておりますが、依然として企業収益、雇用情勢等が厳しい状況にあり、円高、

海外景気の下振れ等が懸念され、先行き不透明な状況で推移しました。  

国内工作機械業界は、（社）日本工作機械工業会の第２四半期連結累計期間における受注総額は

6,663億円となり、前年同四半期に比較して31.4%増となりました。内需は、2,161億円（前年同累計期

間比30.9%増）、外需は4,502億円（前年同累計期間比31.6%増）となり、外需比率67.6%となっておりま

す。 

このような状況のなか、当社グループも外需を中心に受注は堅調に推移し、売上高が増加しました。

当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は9,993百万円となり、前年同累計期間に比

べ、39.7%増となりました。利益につきましては営業利益535百万円（前年同累計期間は、営業損失20百

万円）、経常利益453百万円（前年同累計期間は、経常利益20百万円）となりましたが、英国子会社

ROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.（平成23年７月22日付でTAKISAWA U.K.LTD.から社名を変更）を平成23年

９月15日に売却し、関係会社株式売却損134百万円、固定資産売却損21百万円の特別損失を計上したた

め、四半期純利益は213百万円（前年同累計期間は、四半期純損失125百万円）となりました。 

なお、ROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.につきましては、その株式全部を売却したため連結の範囲から

除外し、みなし売却日（平成23年６月30日）までの損益計算書を連結しております。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は1,713百万円増加し、22,466百万円となりました。この増加は、有価証券390百万円の減少もありま

したが、主に現金及び預金、たな卸資産がそれぞれ1,536百万、232百万円の増加したことによるもので

す。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ、1,452百万円増加し、10,948百万円となりました。この増加

は主に借入金1,206百万円の増加したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ260百万円増加し、11,518百万円となりました。この増加は主に

利益剰余金、為替換算調整勘定がそれぞれ127百万円、101百万円増加したことによるものです。 

  

工作機械業界につきましては、堅調に推移しておりますが、為替や海外経済動向の影響により不透明

な状況にあります。 

当社グループにおきましては、当第２四半期の実績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直しを行っ

た結果、平成23年５月13日付「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表いたしまし

た業績予想を変更いたしました。なお、業績予想に関する詳細は、本日公表しました「特別損失の計上

ならびに平成24年３月期第２四半期累計期間における連結業績予想値と決算値の差異および通期連結業

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当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する方法を採用しております。ただし、当四半期連結累

計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しております。

なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。 

  

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

（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 2,684,699 4,221,697

受取手形及び売掛金 6,065,185 6,438,022

有価証券 590,948 200,000

商品及び製品 524,504 757,396

仕掛品 3,071,984 3,543,748

原材料及び貯蔵品 1,487,499 1,389,953

その他 690,677 351,615

貸倒引当金 △105,744 △115,350

流動資産合計 15,009,755 16,787,083

固定資産

有形固定資産

土地 2,707,973 2,663,962

その他（純額） 2,449,356 2,621,496

有形固定資産合計 5,157,329 5,285,458

無形固定資産 10,168 9,058

投資その他の資産

その他 600,528 409,281

貸倒引当金 △24,758 △24,003

投資その他の資産合計 575,769 385,277

固定資産合計 5,743,268 5,679,795

資産合計 20,753,023 22,466,878

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,351,291 5,209,179

短期借入金 1,196,520 1,716,118

未払法人税等 86,984 58,298

賞与引当金 140,065 177,753

その他 1,311,378 1,681,011

流動負債合計 8,086,240 8,842,362

固定負債

長期借入金 660,600 1,347,130

退職給付引当金 449,060 447,669

資産除去債務 27,596 27,659

その他 272,017 283,684

固定負債合計 1,409,274 2,106,144

負債合計 9,495,515 10,948,506
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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 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,145 1,567,145

利益剰余金 6,625,019 6,752,209

自己株式 △20,538 △20,722

株主資本合計 10,490,650 10,617,657

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △18,169 25,400

為替換算調整勘定 △724,166 △622,504

その他の包括利益累計額合計 △742,336 △597,103

少数株主持分 1,509,194 1,497,818

純資産合計 11,257,508 11,518,372

負債純資産合計 20,753,023 22,466,878
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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 7,154,792 9,993,983

売上原価 5,580,704 7,465,818

売上総利益 1,574,088 2,528,164

販売費及び一般管理費 1,594,511 1,992,983

営業利益又は営業損失（△） △20,423 535,180

営業外収益

受取利息 4,984 5,203

受取配当金 1,332 1,825

仕入割引 13,329 19,586

雇用調整助成金 49,322 －

その他 23,783 14,519

営業外収益合計 92,751 41,135

営業外費用

支払利息 10,663 15,879

為替差損 367 82,560

租税公課 6,987 17,606

デリバティブ評価損 19,987 －

その他 13,428 7,052

営業外費用合計 51,432 123,099

経常利益 20,895 453,216

特別損失

固定資産売却損 － 21,048

投資有価証券評価損 2,661 30,302

関係会社株式売却損 － 134,879

環境対策費 2,610 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,771 －

特別損失合計 27,043 186,230

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（△）

△6,148 266,986

法人税等 46,599 20,178

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（△）

△52,747 246,808

少数株主利益 72,461 33,301

四半期純利益又は四半期純損失（△） △125,208 213,506
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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（△）

△52,747 246,808

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,508 43,570

為替換算調整勘定 △78,927 119,005

その他の包括利益合計 △101,436 162,576

四半期包括利益 △154,183 409,384

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △198,036 358,739

少数株主に係る四半期包括利益 43,853 50,645
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -




