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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成23年12月20日） 

(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率は記載しており
ません。 

(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6月期第2四半期 8,833 ― 603 ― 604 ― 298 ―

23年6月期第2四半期 8,360 26.6 472 ― 520 ― 274 ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 290百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 254百万円 （―％）

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6月期第2四半期 5.61 ―

23年6月期第2四半期 5.15 ―

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6月期第2四半期 21,101 15,656 74.2 293.77
23年6月期 21,465 15,472 72.1 290.32

（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  15,656百万円 23年6月期  15,472百万円

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6月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
24年6月期 ― 2.00

24年6月期（予想） ― 2.00 4.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年6月21日～平成24年6月20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  
(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりますので、対前期及び対前年同四半期増減率は
記載しておりません。 

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 ― 1,200 ― 1,150 ― 620 ― 11.63



(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 
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）３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6月期2Q 53,296,100 株 23年6月期 53,296,100 株

② 期末自己株式数 24年6月期2Q 3,037 株 23年6月期 2,460 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 53,293,228 株 23年6月期2Q 53,294,419 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わが国経済は、東日本大震災の影響から回復基調にあったものの、円高、ユー

ロ圏の財政問題、タイ洪水等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループの主要ユーザーである製造業では、半導体製造装置業界が半導体メーカーの在庫

調整の影響で低調に推移したものの、工作機械や一般産業機械は引き続き堅調で、自動車生産の回復による関連業種

への波及効果もあって、設備投資は増加基調となりました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は88億３千３百万円となり、収益改善策として原価

低減活動や経費削減、生産効率のアップを継続的に取り組んだことで、営業利益は６億３百万円、経常利益は６億４

百万円となりました。「４.補足情報 税率変更について」記載の通り、平成24年４月１日以降開始事業年度より法人

税率が引き下げられたことにより、繰延税金資産が４千８百万円減少し、法人税等調整額が４千９百万円増加したこ

とから第２四半期連結累計期間の四半期純利益は２億９千８百万円となりました。 

なお、平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ヶ月の変則決算となっておりま

すので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

 （機器事業） 

中国をはじめとする新興国向けの輸出に支えられた工作機械や一般産業機械向けの油空圧機器が堅調に推移いたし

ました。また、特注油圧機器も、電力関連や製鉄機械向けの需要が伸びたことにより堅調に推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は63億５千５百万円となり、営業利益は７億２千３百万円となりま

した。 

  

（装置事業） 

国内における自動車設備の新規引き合いは依然として低迷した状態でありますが、海外、特に中国や韓国の自動車

メーカーの設備投資が引き続き堅調に推移しております。しかしながら一部の海外物件における追加工事の発生に伴

い、製造原価が受注金額を上回る結果となり、営業利益は大きくマイナスとなりました。 

一方、デジタル家電の出荷減による半導体需要の伸び悩みにより、半導体製造メーカーの設備投資は引き続き低調

に推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は24億７千７百万円となり、営業利益は３千２百万円となりまし

た。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 流動資産は159億６千５百万円と前連結会計年度比１億５千万円減少しておりますが、これは主として受取手形及

び売掛金が２億２千８百万円増加したものの、現金及び預金の減少２億８千万円と繰延税金資産の減少１億６千２百

万円によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は51億３千６百万円と前連結会計年度比２億１千２百万円減少しておりますが、これは主として有形固定

資産の減少１億２千万円、繰延税金資産の減少７千７百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は54億４千５百万円と前連結会計年度比５億４千７百万円減少しておりますが、これは主として未払金の減少

２億９千３百万円と支払手形及び買掛金の減少２億円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は156億５千６百万円と前連結会計年度比１億８千３百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余

金の増加１億９千２百万円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。）の残高は前連結会計年度末に

比べて、１億２千９百万円増加し、47億１千５百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益６億３百万円等により増加したものの、未払金

の減少２億９千９百万円、仕入債務の減少１億９千６百万円、法人税等の支払額１億５百万円等により、２億６千５

百万円の資金の減少となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

2

㈱TAIYO(6252)　平成24年６月期　第２四半期決算短信 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の預入による支出１億７千１百万円等により減少したも

のの、定期預金の払戻による収入７億６千１百万円等により増加し、５億５千４百万円の資金の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主として配当金の支払額１億６百万円等により減少し、１億８百万円の資

金の減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年７月28日に公表いたしました平成24年６月期に係る業績予想の見直しを平成24年1月19日付で開示しており

ます。詳細につきましては、当該開示文書をご参照下さい。 

  

①平成24年６月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異 

 機器事業は、中国をはじめとする新興国向けの輸出に支えられた工作機械や一般産業機械向けの油空圧機器は堅調

に推移いたしました。また、特注油圧機器も、電力関連や製鉄機械向けの需要が伸びたことにより堅調に推移いたし

ました。 

 装置事業は、国内における自動車設備の新規引き合いは依然として低迷した状態でありますが、海外、特に中国や

韓国の自動車メーカーの設備投資は引き続き堅調に推移しております。しかしながら一部の海外物件において追加工

事の発生に伴い、製造原価が受注金額を上回る結果となり、営業利益は大きくマイナスとなりました。一方、デジタ

ル家電の出荷減による半導体需要の伸び悩みにより、半導体製造メーカーの設備投資は引き続き低調に推移いたしま

した。 

 また、平成24年４月１日以降開始事業年度より法人税率が引き下げられたことに伴い、繰延税金資産が取り崩され

たことにより法人税等調整額が増加し、当期純利益が減少することになりました。   

  

平成24年6月期第２四半期連結累計期間(平成23年６月21日～平成23年12月20日)  

    

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 9,000 660 680 410 7 69 

今回実績（Ｂ） 8,833 603 604 298 5 61

差異額（Ｂ－Ａ） △167 △57 △76 △112 －  － 

差異率（％） △1.9 △8.6 △11.1 △27.1 － － 

(ご参考)前期第２四半期実績 

（平成23年６月期第２四半期） 
8,360 472 520 274 5 15 
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②平成24年６月期通期連結業績予想の修正(平成23年６月21日～平成24年６月20日) 

 機器事業は、工作機械や一般産機向けの油空圧機器及び電力関連や製鉄機械向け特注油圧機器の需要は堅調に推移

するものの、鉄道車両向け空気圧機器は低迷するものと予測しております。 

 装置事業は、上期に引き続き円高によるドル建て受注残の実質受注価格の低下により利益減が予想されます。ま

た、半導体製造装置は、メモリー関連の設備投資は動き出したものの、大幅に回復するには至らないと予測しており

ます。 

  

平成24年6月期連結累計期間(平成23年６月21日～平成24年６月20日)  

  (注)平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期を変更したことに伴い15ケ月の変則決算となっております。
  

なお、今後の市況や顧客動向、経済情勢の動向等が、業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示

いたします。 

  

（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。 

  

（追加情報）  

 当第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。  

  

  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 

前回発表予想（Ａ） 17,900 1,370 1,430 850 15 95 

今回修正予想（Ｂ） 18,000 1,200 1,150 620 11 63 

増減額（Ｂ－Ａ） 100 △170 △280 △230 －  － 

増減率（％） 0.6 △12.4 △19.6 △27.1 － － 

(ご参考)前期実績 

（平成23年６月期） 
21,438 1,391 1,456 809 15 19 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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６月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,003,851 6,723,270

受取手形及び売掛金 6,261,113 6,489,541

商品及び製品 252,914 262,408

仕掛品 1,133,078 1,243,625

原材料及び貯蔵品 962,297 918,156

繰延税金資産 351,577 189,175

その他 157,842 146,084

貸倒引当金 △6,180 △6,517

流動資産合計 16,116,496 15,965,745

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,139,117 1,091,680

機械装置及び運搬具（純額） 670,665 610,675

土地 2,576,602 2,576,602

その他（純額） 110,248 97,214

有形固定資産合計 4,496,634 4,376,173

無形固定資産 136,034 122,010

投資その他の資産   

投資有価証券 163,023 170,292

長期貸付金 49,698 40,289

繰延税金資産 429,563 351,781

破産更生債権等 3,348 1,264

その他 73,952 75,703

貸倒引当金 △3,398 △1,383

投資その他の資産合計 716,187 637,948

固定資産合計 5,348,855 5,136,132

資産合計 21,465,352 21,101,878
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,278,865 3,077,959

短期借入金 － 180,278

未払金 727,459 434,053

未払法人税等 112,012 78,554

賞与引当金 155,503 142,775

受注損失引当金 7,011 7,666

その他 478,382 298,555

流動負債合計 4,759,235 4,219,843

固定負債   

退職給付引当金 978,971 965,431

役員退職慰労引当金 71,700 79,590

負ののれん 111,543 107,845

その他 71,859 73,160

固定負債合計 1,234,074 1,226,027

負債合計 5,993,309 5,445,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 8,495,448 8,687,690

自己株式 △375 △465

株主資本合計 15,565,192 15,757,344

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,874 21,475

為替換算調整勘定 △113,024 △122,812

その他の包括利益累計額合計 △93,149 △101,336

純資産合計 15,472,042 15,656,007

負債純資産合計 21,465,352 21,101,878
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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３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年12月20日) 

売上高 8,360,672 8,833,423

売上原価 6,227,171 6,582,915

売上総利益 2,133,500 2,250,507

販売費及び一般管理費 1,660,799 1,647,424

営業利益 472,701 603,083

営業外収益   

受取利息 3,793 2,621

受取配当金 1,192 1,275

受取賃貸料 15,745 15,471

負ののれん償却額 3,697 3,697

持分法による投資利益 1,296 5,868

助成金収入 43,961 105

その他 34,471 17,649

営業外収益合計 104,158 46,688

営業外費用   

支払利息 97 －

売上割引 6,022 6,246

不動産賃貸原価 6,954 6,686

為替差損 37,350 20,062

その他 5,474 12,097

営業外費用合計 55,899 45,093

経常利益 520,960 604,678

特別利益   

固定資産売却益 151 －

貸倒引当金戻入額 1,827 －

特別利益合計 1,979 －

特別損失   

固定資産除売却損 9,215 430

退職特別加算金 40,779 －

投資有価証券評価損 － 1,070

特別損失合計 49,995 1,500

税金等調整前四半期純利益 472,943 603,177

法人税、住民税及び事業税 26,886 64,296

法人税等調整額 171,480 240,052

法人税等合計 198,367 304,348

四半期純利益 274,576 298,829
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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３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年12月20日) 

四半期純利益 274,576 298,829

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △776 1,601

為替換算調整勘定 △19,541 △9,788

その他の包括利益合計 △20,317 △8,186

四半期包括利益 254,258 290,642
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（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３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年12月20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 472,943 603,177

減価償却費 218,293 185,127

負ののれん償却額 △3,697 △3,697

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,780 △12,683

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,295 655

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,858 △13,539

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,771 7,890

受取利息及び受取配当金 △4,985 △3,896

支払利息 97 －

固定資産除売却損益（△は益） 9,064 430

売上債権の増減額（△は増加） △868,271 △230,653

たな卸資産の増減額（△は増加） 202,883 △77,948

仕入債務の増減額（△は減少） 853,611 △196,456

未払金の増減額（△は減少） △129,175 △299,773

その他 68,479 △135,891

小計 870,688 △177,260

利息及び配当金の受取額 5,388 3,574

利息の支払額 △97 －

法人税等の支払額 △7,148 △105,560

法人税等の還付額 35,610 13,845

営業活動によるキャッシュ・フロー 904,442 △265,401

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 △283,492 △171,143

定期預金の払戻による収入 181,660 761,314

有形固定資産の取得による支出 △75,413 △34,215

有形固定資産の売却による収入 7,212 1,018

その他 △15,039 △2,721

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,073 554,252

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,357 －

自己株式の取得による支出 △102 △90

配当金の支払額 － △106,587

その他 △3,461 △1,979

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,793 △108,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,048 △50,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 682,114 129,311

現金及び現金同等物の期首残高 3,889,389 4,585,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,571,503 4,715,188
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

  前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

  

 【所在地別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日）  

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。 

  

 【海外売上高】 

  前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

(注)売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上であるセグメントはありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,106,516  2,254,155  8,360,672         -  8,360,672

(2）セグメント間の内部売上高

及び振替高 
 34,734  338  35,072  △35,072       - 

計  6,141,250  2,254,494  8,395,744  △35,072  8,360,672

営業利益  617,189  325,416  942,605  △469,904  472,701

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,043,138 

Ⅱ 連結売上高（千円） 8,360,672 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 
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【セグメント情報】  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

 当社グループの構成単位は製品の種類別セグメントから構成されており、製品の種類・性質及び販売方法の

類似性により「機器事業」、「装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 機器事業では、標準及び特注油圧アクチュエータ並びに空気圧機器、油空圧関連機器、電動機器の製造・販

売を行っており、主要なユーザーは、国内外の一般産業機械・工作機械メーカーをはじめ、鉄道車両業界、自

動車業界、製鉄業界、電力業界等多岐にわたっています。 

 装置事業は、自動組立機械及び搬送システム、油水分離装置等の製造・販売を行っており、主要なユーザー

は、国内外の自動車メーカー、半導体製造装置メーカー、太陽電池パネル製造メーカー等であります。 

  

２．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 

  当第２四半期連結累計期間(自平成23年６月21日 至平成23年12月20日) 

（単位:千円）

(注１)セグメント利益の調整額△153,434千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△150,923千円が

含まれております。主に当社管理部門に係る費用及び試験研究費であります。 

(注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います。  

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント
計 調整額(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額

(注２) 機器事業 装置事業 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  6,355,745  2,477,677  8,833,423  －  8,833,423

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 59,479  64,835  124,314  △124,314  －

計  6,415,224  2,542,512  8,957,737  △124,314  8,833,423

セグメント利益  723,528  32,989  756,518  △153,434  603,083

（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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  税率変更について 

平成23年12月２日付で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）が公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度より法人税率が引き

下げられることになりました。 

また、同日付けで「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降平成27年３月31日までに開始する連結会計年度

ついては、復興特別法人税が課されることになりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実行税率は平成24年６月21日に開始する連

結会計年度から３年間は、従来の40.6%から37.9%、その後は35.5%に変更となります。この法定実行税率の変更に

より、繰延税金資産（繰延税金負債を控除した額）が48,670千円減少し、その他有価証券評価差額金が574千円、

法人税等調整額が49,244千円それぞれ増加しております。 

     

４．補足情報
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