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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 8,525 50.7 344 ― 359 ― 337 ―

23年3月期第2四半期 5,657 49.3 △29 ― △13 ― △30 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 323百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △53百万円 （―％）

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 34.26 ―

23年3月期第2四半期 △3.07 ―

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 15,837 7,022 44.3
23年3月期 14,392 6,797 47.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,022百万円 23年3月期  6,796百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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、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 18,000 40.2 460 310.3 450 260.1 420 ― 42.64



(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  ：  有  
詳細は、添付資料３ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 (2) 四半期連結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。 

(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、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3月期2Q 9,850,000 株 23年3月期 9,850,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 76 株 23年3月期 76 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,849,924 株 23年3月期2Q 9,849,924 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震

災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、各種の政策効果やサプライチェーンの立て直し等により、持

ち直し傾向が続いておりますが、国際的な金融資本市場の混乱や長引く円高等景気が下振れするリスクが残り、不

透明感が増しております。 

  当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、東日本大震災後からの回復基調は続いております

が、過度な円高により国内生産や雇用に影響が出る可能性も残っております。 

  このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の受注高につきましては、前年同四半期に比べブランキングプ

レスラインの受注が増加したため、プレス機械は3,715百万円（前年同四半期比14.4%減）と減少しましたが、ＦＡ

システム製品は3,283百万円（前年同四半期比49.4％増）と大幅に増加いたしました。アフターサービス工事につ

いては2,135百万円（前年同四半期比1.5％増）と前年同四半期並みとなりました。全体では9,133百万円（前年同

四半期比5.7％増）と前年同四半期並みとなりました。受注残高は前連結会計年度末に比べ608百万円増加し11,108

百万円となりました。 

  売上高につきましては、プレス機械は4,135百万円（前年同四半期比47.2％増）、ＦＡシステム製品は2,759百万

円（前年同四半期比99.7％増）、アフターサービス工事は1,631百万円（前年同四半期比11.2％増）となり、全体

では8,525百万円（前年同四半期比50.7％増）となりました。 

  損益面につきましては、売上高の増加等により、営業利益344百万円（前年同四半期は29百万円の営業損失）、

経常利益359百万円（前年同四半期は13百万円の経常損失）、四半期純利益337百万円（前年同四半期は30百万円の

四半期純損失）と前年同四半期の赤字から黒字となりました。 

  

（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  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,589百万円増加し、

12,700百万円となりました。これは、主に現金及び預金が増加したことによるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ144百万円減少し、3,137百万円となりました。これは、主に有形

固定資産が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,219百万円増加し、8,815百万円となりました。これは、主に未払金

が増加したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ225百万円増加し、7,022百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が増加したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加等の要

因はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務及び未払金の増加等により、前連結会計年度末

に比べ1,325百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には3,912百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1,590百万円（前年同四半期比15.8％

増）となりました。これは、主に売上債権の増加等の要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計

上、仕入債務及び未払金の増加等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、171百万円（前年同四半期比73.9％

減）となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入はあったものの、定期預金の預入による支出があ

ったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、98百万円（前年同四半期比0.7％減）

となりました。これは、主に配当金の支払額があったこと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 

 当第２四半期連結累計期間の業績は概ね計画どおり進捗しており、平成24年３月期通期の業績予想につきまして

は、平成23年８月４日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

  

（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。 

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（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 3,750,894 5,225,614

受取手形及び売掛金 6,533,376 6,860,206

商品及び製品 52,112 44,782

仕掛品 411,754 320,593

原材料及び貯蔵品 150,927 150,236

繰延税金資産 338 347

その他 219,677 105,327

貸倒引当金 △8,230 △6,470

流動資産合計 11,110,853 12,700,637

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,114,130 1,078,666

機械装置及び運搬具（純額） 599,294 512,958

土地 854,677 854,677

その他（純額） 120,968 131,533

有形固定資産合計 2,689,069 2,577,835

無形固定資産   

のれん 118,132 96,396

その他 35,949 40,110

無形固定資産合計 154,081 136,507

投資その他の資産   

投資有価証券 338,679 317,259

その他 99,986 105,809

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 438,386 422,788

固定資産合計 3,281,537 3,137,131

資産合計 14,392,390 15,837,768



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 947,676 1,214,995

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 2,694,606 3,493,212

未払費用 614,168 685,027

未払法人税等 31,416 29,830

前受金 132,113 292,524

賞与引当金 215,000 217,000

製品保証引当金 212,574 202,973

受注損失引当金 432,706 288,263

その他 34,996 114,152

流動負債合計 6,465,256 7,687,978

固定負債   

退職給付引当金 982,965 982,834

役員退職慰労引当金 17,489 22,007

その他 129,417 122,239

固定負債合計 1,129,872 1,127,081

負債合計 7,595,129 8,815,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 5,065,889 5,304,872

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,868,238 7,107,221

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,537 5,494

繰延ヘッジ損益 △1,986 5,067

為替換算調整勘定 △101,027 △95,574

その他の包括利益累計額合計 △71,476 △85,012

新株予約権 500 500

純資産合計 6,797,261 7,022,708

負債純資産合計 14,392,390 15,837,768



（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 5,657,915 8,525,567

売上原価 5,022,939 7,448,502

売上総利益 634,976 1,077,064

販売費及び一般管理費 664,398 732,742

営業利益又は営業損失（△） △29,421 344,321

営業外収益   

受取利息 3,844 2,787

受取配当金 4,023 7,780

投資有価証券売却益 621 15,300

助成金収入 12,967 －

補助金収入 10,034 －

その他 10,693 5,467

営業外収益合計 42,185 31,335

営業外費用   

支払利息 5,164 2,880

為替差損 15,474 6,540

その他 6,118 7,118

営業外費用合計 26,757 16,538

経常利益又は経常損失（△） △13,994 359,118

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（△）

△13,994 359,118

法人税等 16,236 21,636

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（△）

△30,230 337,482

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,230 337,482



（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（△）

△30,230 337,482

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,222 △26,042

繰延ヘッジ損益 4,312 7,054

為替換算調整勘定 △15,991 5,452

その他の包括利益合計 △22,902 △13,535

四半期包括利益 △53,132 323,946

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,132 323,946

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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（△）

△13,994 359,118

減価償却費 182,934 162,214

のれん償却額 21,735 21,735

賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △29,336 △9,601

受注損失引当金の増減額（△は減少） △309,610 △144,443

退職給付引当金の増減額（△は減少） △143,782 △131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,518 4,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,778 △1,760

受取利息及び受取配当金 △7,868 △10,568

支払利息 5,164 2,880

投資有価証券売却損益（△は益） △621 △15,300

固定資産除却損 52 831

投資有価証券評価損益（△は益） － 450

売上債権の増減額（△は増加） △388,223 △326,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 270,242 84,948

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,695 131,919

仕入債務の増減額（△は減少） 124,973 248,184

未払費用の増減額（△は減少） △10,479 70,884

未払金の増減額（△は減少） 1,361,643 795,338

前受金の増減額（△は減少） 99,967 159,465

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,469 54

その他 △1,751 69,755

小計 1,128,620 1,605,987

利息及び配当金の受取額 7,404 11,648

利息の支払額 △2,484 △2,849

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 240,439 △24,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,373,980 1,590,571

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 △4,206,857 △1,433,916

定期預金の払戻による収入 3,585,000 1,285,000

投資有価証券の取得による支出 △18,094 △15,156

投資有価証券の売却による収入 12,400 18,300

有形固定資産の取得による支出 △24,568 △17,416

無形固定資産の取得による支出 △3,533 △2,054

その他 △847 △6,375

投資活動によるキャッシュ・フロー △656,500 △171,619



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △98,936 △97,866

その他 △478 △878

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,415 △98,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,538 5,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 608,526 1,325,803

現金及び現金同等物の期首残高 1,367,093 2,587,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,975,619 3,912,895



 該当事項はありません。  

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）及び当第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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

 該当事項はありません。 

 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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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