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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 26,885 41.5 1,114 84.8 1,198 100.7 1,011 81.9
23年3月期第2四半期 18,994 7.1 603 ― 596 ― 555 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △909百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △215百万円 （―％）

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 16.69 16.67
23年3月期第2四半期 8.70 8.70

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 63,325 43,926 69.2
23年3月期 67,342 45,216 67.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  43,843百万円 23年3月期  45,144百万円

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  ：  有   

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 ― ― ― 6.00 6.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 9.00 9.00

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   

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 50,000 22.0 1,800 23.2 2,200 102.2 1,800 46.6 29.70



(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、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 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 79,147,321 株 23年3月期 79,147,321 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 18,538,579 株 23年3月期 18,565,968 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 60,595,427 株 23年3月期2Q 63,846,717 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当社を取り巻く経済情勢は、全般的に緩やかな景気回復が持続しましたが、

後半にかけては欧州の財政・金融問題や円高の進展等により景気先行きに不安が残る状況となりました。 

 鍛圧機械製造業界におきましては、国内向け受注では自動車関連産業向けが伸張し、また海外向け受注では中国

の需要動向に一巡感があるもののインド、東南アジア及び米州向けが増加し、全体では当第２四半期連結累計期間

の受注は対前年同期比9.2％増の82,368百万円（(社)日本鍛圧機械工業会 プレス系機械受注額）となりました。 

 このような環境下、当社グループは当連結会計年度より新中期経営基本計画をスタートさせ、重要施策である

「顧客の創造」と「付加価値の拡大」に全力をあげて取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は、日系自動車向け及び欧州並びに米州で増加し前年同期比

17.0％増の26,416百万円となり、売上高は欧州及び米州での自動車関連産業向けの増加等により前年同期比41.5%

増の 百万円となりました。利益面におきましては、増収効果等により営業利益は 百万円（前年同期比

84.8%増）、経常利益は 百万円（同100.7％増）、四半期純利益は 百万円（同81.9％増）となりました。

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 日 本： 高速精密プレス機械販売の増加等により売上高は16,206百万円（前年同期比10.0％増）となり、その

増収効果等によりセグメント利益は632百万円（同57.9％増）となりました。 

 アジア： 東南アジア市場においてプレス機械販売・サービスが堅調に推移し、売上高は6,549百万円（前年同期

比16.2％増）となりましたが、原価率アップによりセグメント利益は314百万円（同15.1％減）とな

りました。  

 米 州： 自動車関連向けの販売の増加等により、売上高は4,852百万円（前年同期比111.9％増）となり、増収

効果等によりセグメント利益は167百万円（同29.5％増）となりました。 

 欧 州： 大型案件を含む自動車関連向けの販売・サービスの増加等により、売上高は8,163百万円（前年同期比

165.9％増）となりましたが、原価率アップ及び経費の増加によりセグメント損失は85百万円（前年

同期は営業利益31百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比べて4,016百万円減少し 百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加1,172百万円、受取手形及び売掛金の減少2,313百万円、たな卸資産の

減少1,208百万円、投資有価証券の減少1,541百万円であります。 

 負債は前連結会計年度末と比べて2,727百万円減少し 百万円となりました。主な要因は、前受金の減少

2,709百万円であります。 

 純資産は前連結会計年度末と比べて1,289百万円減少し 百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の

増加610百万円、その他有価証券評価差額金の減少529百万円、為替換算調整勘定の減少1,481百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの分析  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比べ

1,097百万円増加し 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通りです。 

 営業活動により得られた資金は3,160百万円（前年同期は748百万円の支出）となりました。主な要因は、仕入債

務の増加1,333百万円及び税金等調整前四半期純利益1,219百万円並びに減価償却費641百万円であります。 

 投資活動によって支出した資金は976百万円（前年同期は262百万円の支出）となりました。主な要因は、有形固

定資産の取得による支出902百万円であります。 

 財務活動の結果、支出した資金は335百万円（前年同期は169百万円の支出）となりました。主な要因は収入とし

て短期借入れによる収入108百万円、支出の主な内訳は配当金の支払額381百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期の業績を勘案し、平成23年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。な

お、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成23年11月８日）公表の「平成24年３月期第２四半期連結業績

予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

26,885 1,114

1,198 1,011

63,325

19,398

43,926

10,667
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（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。 

  

  

（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
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,578 10,750

受取手形及び売掛金 14,033 11,720

製品 3,201 3,066

仕掛品 8,395 7,703

原材料及び貯蔵品 2,039 1,657

繰延税金資産 1,045 1,043

その他 3,279 2,626

貸倒引当金 △88 △75

流動資産合計 41,484 38,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,321 19,603

減価償却累計額 △13,232 △13,345

建物及び構築物（純額） 6,088 6,257

機械装置及び運搬具 7,923 7,749

減価償却累計額 △4,495 △4,494

機械装置及び運搬具（純額） 3,427 3,255

土地 4,754 4,728

リース資産 1,172 1,165

減価償却累計額 △125 △184

リース資産（純額） 1,047 980

建設仮勘定 19 302

その他 2,119 2,087

減価償却累計額 △1,899 △1,860

その他（純額） 219 227

有形固定資産合計 15,557 15,752

無形固定資産 574 819

投資その他の資産   

投資有価証券 4,442 2,900

保険積立金 3,774 3,867

繰延税金資産 53 34

その他 1,483 1,485

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 9,726 8,261

固定資産合計 25,857 24,832

資産合計 67,342 63,325
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（単位：百万円）

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   

買掛金 3,963 3,803

リース債務 121 128

未払金 2,511 2,598

未払法人税等 126 255

前受金 7,520 4,810

繰延税金負債 36 0

製品保証引当金 769 774

賞与引当金 543 508

役員賞与引当金 9 8

受注損失引当金 52 290

その他 1,285 1,273

流動負債合計 16,941 14,451

固定負債   

長期借入金 1,500 1,500

リース債務 941 864

長期未払金 287 307

繰延税金負債 1,955 1,694

退職給付引当金 435 337

その他 64 242

固定負債合計 5,184 4,947

負債合計 22,125 19,398

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,831 7,831

資本剰余金 12,991 12,986

利益剰余金 34,223 34,834

自己株式 △9,152 △9,139

株主資本合計 45,892 46,512

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,574 1,045

繰延ヘッジ損益 △42 46

為替換算調整勘定 △2,280 △3,761

その他の包括利益累計額合計 △748 △2,669

新株予約権 71 82

純資産合計 45,216 43,926

負債純資産合計 67,342 63,325
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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：百万円）

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 18,994 26,885

売上原価 15,557 22,276

売上総利益 3,436 4,609

販売費及び一般管理費 2,833 3,494

営業利益 603 1,114

営業外収益   

受取利息 14 15

受取配当金 33 42

投資有価証券割当益 69 －

補助金収入 71 75

その他 96 31

営業外収益合計 284 165

営業外費用   

支払利息 20 21

為替差損 195 33

その他 75 27

営業外費用合計 291 82

経常利益 596 1,198

特別利益   

固定資産売却益 1 30

貸倒引当金戻入額 5 －

子会社清算益 31 －

その他 0 －

特別利益合計 38 30

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 5

有害物質処理費用 23 －

ゴルフ会員権評価損 12 4

特別損失合計 39 9

税金等調整前四半期純利益 596 1,219

法人税、住民税及び事業税 52 214

法人税等調整額 △11 △6

法人税等合計 40 208

少数株主損益調整前四半期純利益 555 1,011

四半期純利益 555 1,011
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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：百万円）

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 555 1,011

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62 △529

繰延ヘッジ損益 △25 89

為替換算調整勘定 △683 △1,481

その他の包括利益合計 △770 △1,921

四半期包括利益 △215 △909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △215 △909
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 596 1,219

減価償却費 706 641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △4

製品保証引当金の増減額（△は減少） △167 49

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 △30

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △1

受注損失引当金の増減額（△は減少） △43 243

退職給付引当金の増減額（△は減少） △239 △53

受取利息及び受取配当金 △47 △58

支払利息 20 21

投資有価証券割当益 △69 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △30

子会社清算益 △31 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,462 △526

たな卸資産の増減額（△は増加） △196 276

仕入債務の増減額（△は減少） 1,022 1,333

その他の資産の増減額（△は増加） △217 230

その他の負債の増減額（△は減少） △638 △143

その他 88 19

小計 △663 3,185

利息及び配当金の受取額 49 58

利息の支払額 △21 △12

法人税等の支払額 △113 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー △748 3,160

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 △0 △82

定期預金の払戻による収入 133 －

有形固定資産の取得による支出 △425 △902

有形固定資産の売却による収入 42 38

無形固定資産の取得による支出 △4 △30

長期貸付けによる支出 △51 －

子会社の清算による収入 41 －

その他 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △976

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 108

短期借入金の返済による支出 △114 －

セールアンドリースバックによる収入 339 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △64 △62

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △329 △381

財務活動によるキャッシュ・フロー △169 △335

現金及び現金同等物に係る換算差額 △482 △898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,663 950

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額 51 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 147

現金及び現金同等物の期首残高 14,580 9,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,968 10,667

アイダエンジニアリング㈱（6118）平成24年３月期　第２四半期決算短信

－8－



 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 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）  

報告セグメントごとの売上高及び利益に関する情報 

（注）１ 売上高の調整額はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去に伴

う調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

Ⅱ 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）  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ 売上高の調整額はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益又は損失の調整額はセグメント間取引

消去に伴う調整額であります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 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

  （単位：百万円） 

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額（注）２ 日本 アジア 米州 欧州 計 

売上高 

外部顧客に対する売上高 8,396 5,488 2,148 2,960 18,994 - 18,994

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
6,332 145 142 109 6,730 △6,730 -

計 14,729 5,634 2,290 3,070 25,724 △6,730 18,994

セグメント利益 400 370 129 31 931 △328 603

  （単位：百万円） 

  
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額（注）２ 日本 アジア 米州 欧州 計 

売上高 

外部顧客に対する売上高 9,252 6,105 4,616 6,910 26,885 － 26,885

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
6,954 443 235 1,253 8,886 △8,886 －

計 16,206 6,549 4,852 8,163 35,772 △8,886 26,885

セグメント利益又は損失（△） 632 314 167 △ 85 1,029 85 1,114

（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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  受注及び販売の状況 

（１）受注実績及び受注残高 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（２）販売実績  

（単位：百万円）

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．補足情報

 区分  前四半期連結累計期間  当四半期連結累計期間  増減率（％） 

  

受 

  

注 

  

実 

  

績 

  

 日本   8,195 11,400 39.1

 アジア 10,542 7,843   △25.6

 米州 2,421 3,009 24.3

 欧州 1,409 4,161 195.3

 合計 22,569 26,416 17.0

  

受 

  

注 

  

残 

  

高 

  

 日本 8,191 11,239 37.2

 アジア   9,055   8,368   △7.6

 米州   4,360   5,558    27.5

 欧州   5,530   4,861   △12.1

 合計   27,138   30,028   10.6

 区分  前四半期連結累計期間  当四半期連結累計期間  増減率（％） 

 日本   8,396 9,252 10.2

 アジア 5,488 6,105   11.2

 米州 2,148 4,616 114.9

 欧州 2,960 6,910 133.4

 合計 18,994 26,885 41.5
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