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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,271 27.7 41 ― 31 ― 28 ―
23年3月期第2四半期 995 3.2 △48 ― △53 ― △50 ―

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 3.43 ―
23年3月期第2四半期 △6.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 2,851 563 19.8 68.01
23年3月期 2,890 536 18.6 64.74
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  563百万円 23年3月期  536百万円

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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 2,521 18.9 87 ― 60 ― 54 ― 6.51



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「四半期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。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 8,353,645 株 23年3月期 8,353,645 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 66,334 株 23年3月期 65,693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,287,593 株 23年3月期2Q 8,291,445 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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については、添付資料
Ｐ．２「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により寸断されたサプライチェーンの復旧とともに

徐々に持ち直し、緩やかな回復過程を辿りましたが、欧州財政不安や金融市場の動揺を背景に海外景気の減速や円高

の長期化など景気下振れリスクが顕在化し、先行き不透明感が増しております。 

当社を取り巻く環境としましては、ウインチ製品の主要なユーザーである建設業界が先行き東日本大震災の復旧・

復興工事の増加により明るさが見えるものの、足元は依然低調であるほか、バランサ製品の主要なユーザーである自

動車・ＩＴ関連産業をはじめとした幅広い業種で海外生産へのシフトが加速しており、国内設備投資の回復の動きは

鈍く、厳しい受注環境が続きました。 

このような情勢の中、当社はこれまで先行投資をしてきた新製品の市場リリースによる新規顧客の獲得や日系企業

の海外生産シフトに対応して中国をはじめとする東南アジア市場向けの販売ルートの開拓、ＬＮＧ関連などグループ

企業連携による受注活動の推進などの諸施策に取り組んで参りました。また、資材調達コストが上昇傾向にある中、

一層の諸経費削減により損益分岐点売上高の引き下げ、収益性の向上に努めました。 

この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,271百万円（前年同期比27.7％増）、営業利益41百万

円（前年同期は48百万円の損失）、経常利益31百万円（前年同期は53百万円の損失）、四半期純利益28百万円（前年

同期は50百万円の損失）となりました。 

  

当第２四半期累計期間の各セグメント別の業績動向は、次のとおりであります。 

（ウインチ） 

東日本大震災の復旧工事に伴い、高所作業用の墜落防止装置であるキーパーや瓦・屋根材荷揚げ用の荷揚機が増

加し、加えて太陽光発電用パネル施工向けの荷揚機「パネルボーイ」が引き続き堅調に推移したほか、レンタル業

界の買い替え需要によりベビーホイスト等が伸長したことにより、売上高は747百万円（前年同期比39.2％増）、

セグメント利益103百万円（前年同期比94.4％増）となりました。 

（コンベヤ） 

倉庫内の物流用のコンベヤや自転車駐輪場向け「サイクルベヤ」が伸長したことにより、売上高112百万円（前

年同期比31.0％増）、セグメント利益12百万円（前年同期は4百万円の損失）となりました。 

（バランサ） 

東日本大震災の影響により関東以北の受注引き合いは低調に推移しましたが、西日本を中心に太陽光関連や燃料

電池など業績好調な業種に的を絞り、提案営業による攻めの受注活動を展開した結果、売上高342百万円（前年同

期比21.5％増）、セグメント利益14百万円（前年同期は28百万円の損失）となりました。 

（ロボット） 

物流業界の設備投資は低調であり、新規案件が少なく、改造やメンテナンスサービス中心の売上で推移した結

果、売上高69百万円（前年同期比23.6％減）、セグメント損失6百万円（前年同期は7百万円の利益）となりまし

た。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2) 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２四半期会計期間末における総資産は2,851百万円となり、前事業年度末に比べ38百万円減少いたしました。

その主な要因は、流動資産が現金及び預金の減少171百万円、受取手形及び売掛金の増加99百万円、原材料及び貯蔵

品の増加61百万円等により1,904百万円となり、前事業年度末に比べ31百万円減少したことと、固定資産が減価償却

等により946百万円となり、前事業年度末に比べ6百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期会計期間末における負債合計は2,287百万円となり、前事業年度末に比べ65百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が1,686百万円となり、前事業年度末に比べ1百万円増加したものの、固定負債が関係

会社長期借入金の約定返済等により600百万円となり、前事業年度末に比べ67百万円減少したことによるものであり

ます。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は563百万円となり、前事業年度末に比べ27百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が28百万円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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は448百万円となり、前事

業年度末に比べ171百万円減少いたしました。 

当第２四半期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） 

営業活動の結果支出した資金は59百万円（前年同期は92百万円の獲得）となりました。主な要因は、税引前四半

期純利益31百万円、仕入債務の増加33百万円等のプラス要因がありましたが、売上債権の増加99百万円、たな卸資

産の増加43百万円等のマイナス要因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） 

投資活動の結果支出した資金は0百万円（前年同期は2百万円の支出）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1百万円、投資有価証券の売却による収入1百万円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） 

財務活動の結果支出した資金は111百万円（前年同期は59百万円の支出）となりました。主な要因は、長期借入

れによる収入50百万円、関係会社長期借入金の約定返済60百万円、短期借入金の約定返済98百万円等によるもので

あります。  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成23年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」のとおり修正を行っております。 

また、平成24年３月期第２四半期の業績の状況を踏まえ、平成24年３月期通期業績予想についても修正を行ってお

ります。詳細につきましては、平成23年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 619,515 448,040

受取手形及び売掛金 741,883 841,590

商品及び製品 81,540 72,697

仕掛品 46,414 37,135

原材料及び貯蔵品 427,477 489,296

その他 21,032 17,464

貸倒引当金 △1,085 △1,228

流動資産合計 1,936,777 1,904,996

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 135,028 130,241

土地 723,755 723,755

その他（純額） 26,352 27,529

有形固定資産合計 885,137 881,527

無形固定資産 9,287 8,038

投資その他の資産   

投資有価証券 20,681 18,408

破産更生債権等 25,590 25,578

その他 38,209 38,396

貸倒引当金 △25,612 △25,600

投資その他の資産合計 58,869 56,782

固定資産合計 953,295 946,348

資産合計 2,890,072 2,851,345
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(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 430,639 464,461

短期借入金 1,050,000 952,000

関係会社短期借入金 1,703 2,478

1年内返済予定の長期借入金 6,250 59,750

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 8,529 5,179

賞与引当金 － 15,000

その他 68,033 67,931

流動負債合計 1,685,155 1,686,801

固定負債   

長期借入金 293,750 286,250

関係会社長期借入金 167,500 107,500

退職給付引当金 201,880 199,155

資産除去債務 2,360 2,360

その他 2,894 5,621

固定負債合計 668,384 600,886

負債合計 2,353,540 2,287,688

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △356,158 △327,730

自己株式 △8,471 △8,518

株主資本合計 532,868 561,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,664 2,407

評価・換算差額等合計 3,664 2,407

純資産合計 536,532 563,656

負債純資産合計 2,890,072 2,851,345
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(2) 四半期損益計算書 
(第２四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 995,465 1,271,667

売上原価 802,160 977,146

売上総利益 193,305 294,520

販売費及び一般管理費 241,522 253,029

営業利益又は営業損失（△） △48,216 41,491

営業外収益   

受取利息 60 34

受取配当金 263 177

受取賃貸料 2,775 2,727

保険配当金 4,382 3,429

その他 1,877 957

営業外収益合計 9,359 7,325

営業外費用   

支払利息 12,354 15,044

その他 2,409 2,768

営業外費用合計 14,764 17,813

経常利益又は経常損失（△） △53,622 31,003

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12 －

受取保険金 12,260 －

投資有価証券売却益 － 792

特別利益合計 12,272 792

特別損失   

固定資産除却損 125 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,360 －

従業員弔慰金 3,330 －

特別損失合計 5,815 5

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △47,165 31,790

法人税、住民税及び事業税 3,389 3,362

法人税等合計 3,389 3,362

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,555 28,428

トーヨーコーケン㈱（6352）平成24年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

- 6 -



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△47,165 31,790

減価償却費 11,589 11,382

有形固定資産除却損 125 5

受取保険金 △12,260 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 130

賞与引当金の増減額（△は減少） － 10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,499 △2,724

受取利息及び受取配当金 △323 △211

支払利息 12,354 15,044

雇用調整助成金収入 △1,466 △565

売上債権の増減額（△は増加） 141,400 △99,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,776 △43,697

仕入債務の増減額（△は減少） 25,928 33,822

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,544 8,704

投資有価証券売却損益（△は益） － △792

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,360 －

その他 △25,381 △2,143

小計 97,416 △38,461

利息及び配当金の受取額 323 211

利息の支払額 △12,380 △14,995

保険金の受取額 12,260 －

雇用調整助成金の受取額 1,466 565

法人税等の支払額 △6,766 △6,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,319 △59,404

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,994 △1,260

無形固定資産の取得による支出 △199 △270

投資有価証券の取得による支出 △260 △278

投資有価証券の売却による収入 － 1,232

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 143 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,610 △382

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △98,000

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） 183 774

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 － △4,000

関係会社長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △85 △46

リース債務の返済による支出 － △416

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,901 △111,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,807 △171,475

現金及び現金同等物の期首残高 387,768 619,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 417,575 448,040
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 該当事項はありません。  

  

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

１．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）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

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

１．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）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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：千円）

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 536,759  86,142  281,652  90,912  995,465  －  995,465

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  536,759  86,142  281,652  90,912  995,465  －  995,465

セグメント利益

又は損失（△） 
 53,430  △4,224  △28,029  7,700  28,877  △77,094  △48,216

△77,094

△77,094

  （単位：千円）

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 747,025  112,869  342,297  69,474  1,271,667  －  1,271,667

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  747,025  112,869  342,297  69,474  1,271,667  －  1,271,667

セグメント利益

又は損失（△） 
 103,856  12,846  14,889  △6,696  124,895  △83,404  41,491

△83,404

△83,404

(6) 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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