
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ペガサスミシン製造株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6262 URL http://www.pegasus.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清水 盛明
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 舟引 康之 TEL 06-6451-1351
四半期報告書提出予定日 平成24年2月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 8,815 △1.8 447 109.6 261 88.6 73 ―
23年3月期第3四半期 8,976 56.7 213 ― 138 ― △271 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △45百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △941百万円 （―％）

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3四半期 3.22 3.21
23年3月期第3四半期 △11.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,007 9,169 49.1
23年3月期 17,882 9,260 50.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,840百万円 23年3月期  8,961百万円

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  
24年３月期の期末配当予想は未定であります。 

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 ― 2.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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 13,700 14.7 730 70.4 610 41.5 160 2.4 6.97



(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、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せん。 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・平成24年３月期の期末の配当については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。配当予想額の開示が可能となった時点で
速やかに開示いたします。 

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3Q 23,684,000 株 23年3月期 23,684,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 733,330 株 23年3月期 733,330 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,950,670 株 23年3月期3Q 22,942,670 株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、円高の定着やタイの洪水に伴うサプライチェーンへの影響など

により、急速に減速感が高まりました。世界経済も欧州債務問題の一層の広がりを受け、先進諸国経済だけではな

く、アジアの新興国経済にもばらつきが目立ちはじめ、先行き不透明感を増しております。 

 工業用ミシン業界におきましては、世界経済の動向を反映し、各国の縫製メーカーの設備投資に慎重な姿勢が見

られるようになりました。自動車部品を中心とするダイカスト部品につきましては、引き続き堅調な需要が継続い

たしました。 

このような厳しい環境のもとでありましたが、各国の有力縫製メーカーへのサービスの強化や、一層の品質の差

別化努力を行い、加えて販売価格の見直しやコストダウンにも努めた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

88億15百万円（前年同四半期比1.8％減）となり、営業利益は４億47百万円（前年同四半期比109.6％増）、経常利

益は２億61百万円（前年同四半期比88.6％増）、四半期純利益は73百万円（前年同四半期は四半期純損失２億71百

万円）となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（工業用ミシン） 

工業用ミシンにつきましては、厳しい環境に対処するため、販売価格の見直しや一層のコストダウンなどに努

め、売上高78億40百万円（前年同四半期比3.7％減）、営業利益８億26百万円（前年同四半期比26.1％増）となりま

した。 
  

（ダイカスト部品） 

ダイカスト部品につきましては、引き続き増産体制の整備を行うことにより、売上高９億46百万円（前年同四半

期比16.5％増）、営業利益２億28百万円（前年同四半期比25.2％増）となりました。 
  

（その他） 

その他につきましては、顧客ニーズに応じた、データ入力業務やソフトウエア開発等に関するサービスの提供を

拡大することにより、売上高28百万円（前年同四半期比30.2％増）、営業利益３百万円（前年同四半期比76.7％

増）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて22百万円増加し、129億31百万円となりました。これは、原材料及び貯

蔵品が６億60百万円、商品及び製品が３億31百万円、有価証券が１億96百万円それぞれ増加し、現金及び預金が10

億44百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億２百万円増加し、50億76百万円となりました。これは、有形固定資

産が３億52百万円増加し、投資その他の資産が２億65百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１億25百万円増加し、180億７百万円となりました。 

  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億38百万円増加し、64億90百万円となりました。これは、短期借入金

が１億17百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて21百万円減少し、23億47百万円となりました。これは、長期借入金が１

億15百万円増加し、社債が２億９百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて２億17百万円増加し、88億38百万円となりました。 

  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて91百万円減少し、91億69百万円となりました。これは、為替換算調整

勘定が１億13百万円減少したことなどによります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,547,386 3,502,541

受取手形及び売掛金 2,938,272 2,669,686

有価証券 3,322 199,688

商品及び製品 1,445,795 1,777,048

仕掛品 563,920 652,755

原材料及び貯蔵品 3,159,710 3,820,126

その他 268,057 322,126

貸倒引当金 △18,113 △12,970

流動資産合計 12,908,352 12,931,004

固定資産

有形固定資産 3,769,395 4,121,781

無形固定資産 328,256 344,584

投資その他の資産 876,268 610,292

固定資産合計 4,973,919 5,076,658

資産合計 17,882,272 18,007,663

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,409 1,189,649

短期借入金 3,612,232 3,730,051

未払法人税等 191,641 193,149

賞与引当金 85,717 76,792

その他 1,136,341 1,301,294

流動負債合計 6,252,342 6,490,937

固定負債

社債 717,000 507,500

長期借入金 778,112 893,867

退職給付引当金 264,649 303,322

役員退職慰労引当金 2,166 －

その他 607,170 642,950

固定負債合計 2,369,099 2,347,639

負債合計 8,621,441 8,838,577
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,903,950 1,903,950

資本剰余金 2,050,273 2,050,273

利益剰余金 7,304,046 7,331,980

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 10,966,796 10,994,730

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △29,914 △65,713

為替換算調整勘定 △1,975,280 △2,088,726

その他の包括利益累計額合計 △2,005,195 △2,154,439

少数株主持分 299,229 328,794

純資産合計 9,260,830 9,169,085

負債純資産合計 17,882,272 18,007,663
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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３四半期連結累計期間
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 8,976,142 8,815,293

売上原価 6,400,533 5,849,963

売上総利益 2,575,609 2,965,329

販売費及び一般管理費 2,362,304 2,518,247

営業利益 213,305 447,081

営業外収益

受取利息 41,940 46,010

受取配当金 5,084 6,320

不動産賃貸料 29,904 9,398

助成金収入 9,183 －

その他 30,046 21,867

営業外収益合計 116,159 83,596

営業外費用

支払利息 86,266 77,509

為替差損 94,250 187,557

その他 10,439 4,454

営業外費用合計 190,956 269,522

経常利益 138,507 261,156

特別利益

固定資産売却益 1,355 94,167

貸倒引当金戻入額 773 －

特別利益合計 2,129 94,167

特別損失

固定資産除売却損 5,590 －

投資有価証券評価損 47,844 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 117,041 －

特別損失合計 170,476 －

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（△）

△29,839 355,324

法人税、住民税及び事業税 177,645 221,430

法人税等調整額 26,910 31,464

法人税等合計 204,555 252,895

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（△）

△234,394 102,429

少数株主利益 37,038 28,593

四半期純利益又は四半期純損失（△） △271,432 73,835
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31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（△）

△234,394 102,429

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,919 △35,798

為替換算調整勘定 △703,527 △112,474

その他の包括利益合計 △707,446 △148,272

四半期包括利益 △941,841 △45,843

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △951,402 △75,408

少数株主に係る四半期包括利益 9,560 29,565
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

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）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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