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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 3,021 16.6 44 ― 38 ― 32 ―

23年3月期第2四半期 2,592 82.1 △168 ― △242 ― △259 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 25百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △261百万円 （―％）

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 1.39 ―

23年3月期第2四半期 △11.01 ―

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 5,576 1,519 27.2
23年3月期 5,271 1,493 28.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,519百万円 23年3月期  1,493百万円

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 0.00 0.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00 0.00

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  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成23年11月７日）公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 5,809 19.9 119 ― 83 ― 60 ― 2.56



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成23年11月７日に公表いたしました通期の業績予想を本資料において修正しております。 
・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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)２ページ「（３）業績予想に関する定性
的情報」をご覧下さい。 

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 23,550,000 株 23年3月期 23,550,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 29,932 株 23年3月期 29,132 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,520,451 株 23年3月期2Q 23,522,724 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における世界経済は、ヨーロッパの金融不安やタイの大規模水害などの懸念材料があ

り、日本経済においても円高に加え、東日本大震災の影響による雇用情勢など景況の停滞が経済の先行きに不透明

感をもたらしております。 

 このような状況のもとで当社グループは、得意分野である大型特殊機及びホットプレスの販売を集中・強化する

戦略を図ってまいりましたが、当第２四半期に関しましては海外を主体として自動車関連の大型特殊機の出荷が順

調に推移しました。 

   

 当第２四半期累計売上額につきましては、射出成形機は1,546百万円（前年同期比35.7増）、プレス機は344百万

円（前年同期比29.7％減）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は3,021百万円（前年同期比16.6％増）と

なりました。このうち国内売上高は1,267百万円（前年同期比21.5％増）、海外売上高は1,754百万円（前年同期比

13.3％増）となり、連結売上高に占める海外売上高は58.1％となりました。 

 利益面につきましては、経常利益は38百万円、四半期純利益は32百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期における総資産は、5,576百万円となりました。前期末に比べ304百万円増加しました。流動資産

は、売上債権の増加等により、前期末に比べ352百万円増加の4,140百万円となりました。固定資産は、減価償却等

により、前期末に比べ47百万円減少の1,436百万円となりました。負債は、仕入債務の増加等により、前期末に比

べ279百万円増加の4,057百万円となりました。純資産は、四半期純利益の計上等により、前期末に比べ25百万円増

加の1,519百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成23年５月12日

公表の予想を修正しました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の平成24年３月期「第２四半

期連結累計期間業績予想値と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

  

（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。 

  

  

１．当四半期決算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



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 590,194 587,248

受取手形及び売掛金 1,192,792 1,635,440

製品 56,545 49,363

仕掛品 662,798 673,302

原材料及び貯蔵品 1,222,997 1,170,340

その他 77,606 38,388

貸倒引当金 △14,537 △13,356

流動資産合計 3,788,398 4,140,727

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 796,250 765,895

機械装置及び運搬具（純額） 238,993 215,458

土地 337,084 337,084

その他（純額） 45,420 55,791

有形固定資産合計 1,417,748 1,374,230

無形固定資産 30,701 27,998

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675

その他 29,601 31,243

貸倒引当金 △248 △3,129

投資その他の資産合計 35,028 33,789

固定資産合計 1,483,478 1,436,018

資産合計 5,271,876 5,576,745



（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 1,110,086 1,281,883

短期借入金 1,408,390 1,521,631

1年内返済予定の長期借入金 16,204 15,144

未払法人税等 25,320 18,924

引当金 37,412 55,807

その他 355,846 368,400

流動負債合計 2,953,260 3,261,791

固定負債   

長期借入金 82,520 74,948

退職給付引当金 709,919 696,383

役員退職慰労引当金 5,610 5,950

その他 26,903 18,388

固定負債合計 824,953 795,670

負債合計 3,778,213 4,057,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 3,008,500

資本剰余金 625,270 625,270

利益剰余金 △2,119,876 △2,087,258

自己株式 △6,755 △6,801

株主資本合計 1,507,137 1,539,710

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △13,475 △20,426

その他の包括利益累計額合計 △13,475 △20,426

純資産合計 1,493,662 1,519,284

負債純資産合計 5,271,876 5,576,745



（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 2,592,143 3,021,885

売上原価 2,028,829 2,282,067

売上総利益 563,314 739,818

販売費及び一般管理費 732,154 695,623

営業利益又は営業損失（△） △168,840 44,194

営業外収益   

受取利息 130 96

受取配当金 146 146

仕入割引 137 165

為替差益 － 1,654

受取賃貸料 700 3,028

その他 3,325 5,000

営業外収益合計 4,439 10,091

営業外費用   

支払利息 38,182 14,671

為替差損 29,974 －

その他 10,412 1,241

営業外費用合計 78,568 15,912

経常利益又は経常損失（△） △242,969 38,373

特別利益   

固定資産売却益 852 416

退職給付制度改定益 － 9,178

役員退職慰労金返上益 1,200 －

特別利益合計 2,052 9,594

特別損失   

固定資産除売却損 5,500 2,159

特別損失合計 5,500 2,159

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（△）

△246,417 45,808

法人税、住民税及び事業税 12,679 13,190

法人税等合計 12,679 13,190

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（△）

△259,097 32,618

四半期純利益又は四半期純損失（△） △259,097 32,618



（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（△）

△259,097 32,618

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △2,003 △6,950

その他の包括利益合計 △2,003 △6,950

四半期包括利益 △261,100 25,667

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △261,100 25,667



 該当事項はありません。  

  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 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。 

  

（退職給付引当金）  

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年5月に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行

に伴う影響額は、特別利益として9,178千円計上されております。 

   

  

 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）追加情報

（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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