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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 4,188 73.0 503 ― 470 ― 465 ―
23年3月期第3四半期 2,421 206.1 △187 ― △220 ― △225 ―

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 160.22 ―
23年3月期第3四半期 △77.52 ―

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 4,268 1,594 36.9
23年3月期 3,679 1,129 30.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,573百万円 23年3月期  1,107百万円

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） 10.00 10.00

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  ：  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 5,500 32.5 600 462.1 560 823.4 550 921.4 189.17



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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3Q 2,978,200 株 23年3月期 2,978,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 70,815 株 23年3月期 70,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 2,907,413 株 23年3月期3Q 2,907,424 株

※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いません。 

※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予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、震災復興にある中、欧州債務危機などを背景とする海

外経済の減速や円高の影響を受け、依然、景気回復の足踏み状態が続いております。 

当社を取り巻く経営環境も、こうした影響を避けられず、国内外の需要先企業の設備投資も先行きが

不透明な状態になっております。 

こうした状況下においても、当社は、10月に名古屋にて開催のメカトロテックジャパンにつづき、11

月にはグループ会社主催の展示会に出展し、国内外のユーザー層を拡大するとともに、設備投資ニーズ

を積極的に掘り起こすことで確実に受注につなげてまいりました。特に海外での受注活動におきまし

て、欧州、米国及び中国をはじめとするアジア各国での新規開拓、また航空機、建設機械及び工作機械

の需要の取り込みを推し進めております。 

この結果、当第３四半期累計期間の受注高は、4,849,070千円（前年同期比49.3％増）となりまし

た。うち当社主力機種である立形研削盤は3,706,077千円（前年同期比38.9％増）、横形研削盤は

770,113千円（前年同期比66.8％増）、その他専用研削盤は372,880千円（前年同期比217.0％増）とな

りました。 

売上高につきましては、4,188,639千円（前年同期比73.0％増）となりました。品目別に示すと、立

形研削盤は3,203,520千円（前年同期比70.7％増）、横形研削盤は585,025千円（前年同期比69.9％

増）、その他専用研削盤は400,093千円（前年同期比99.4％増）となりました。 

損益につきましては、生産台数増加による稼働率の向上と複数ロットの受注に伴う作業工程・部品調

達の効率化が実現し、当初計画より改善が図られております。実績は、営業利益503,814千円（前年同

期は187,943千円の損失）、経常利益470,906千円（前年同期は220,275千円の損失）、四半期純利益

465,831千円（前年同期は225,392千円の損失）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

  当第３四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて648,358千円増加し、2,934,005千円となりまし

た。これは主に現金及び預金が49,949千円、売掛金が60,254千円、仕掛品が251,831千円、原材料及び

貯蔵品が228,915千円増加したことによるものです。 

（固定資産） 

  当第３四半期末の固定資産は前事業年度末に比べて60,076千円減少し、1,334,263千円となりまし

た。これは主に有形固定資産が58,199千円減少したことによるものです。 

（流動負債） 

  当第３四半期末の流動負債は前事業年度末に比べて165,008千円増加し、1,791,318千円となりまし

た。これは主に買掛金が96,803千円、短期借入金が130,000千円、役員賞与引当金が20,000千円増加し

たことと、未払法人税等が1,977千円、製品保証引当金が41,461千円減少したことによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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（固定負債） 

 当第３四半期末の固定負債は前事業年度末に比べて42,439千円減少し、882,159千円となりました。こ

れは主にリース債務が38,695千円減少したことによるものです。 

（純資産） 

  当第３四半期末の純資産は前事業年度末に比べて465,713千円増加し、1,594,791千円となりました。

これは主に利益剰余金が637,089千円増加したこと、資本剰余金が171,257千円減少したことによるもの

です。 

  

平成24年３月期通期の業績予想につきましては、生産性の改善を背景に、利益項目の上方修正を行っ

ております。なお、詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  

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）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 263,784 313,733

売掛金 1,302,049 1,362,304

仕掛品 542,630 794,461

原材料及び貯蔵品 159,504 388,419

その他 18,678 76,086

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,285,646 2,934,005

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 913,602 867,226

土地 356,336 356,336

その他（純額） 83,205 71,382

有形固定資産合計 1,353,144 1,294,944

無形固定資産 23,498 15,395

投資その他の資産 17,696 23,922

固定資産合計 1,394,339 1,334,263

資産合計 3,679,986 4,268,268

負債の部

流動負債

買掛金 135,299 232,102

短期借入金 1,120,000 1,250,000

未払法人税等 11,903 9,925

役員賞与引当金 － 20,000

製品保証引当金 100,249 58,788

その他 258,858 220,501

流動負債合計 1,626,309 1,791,318

固定負債

リース債務 867,593 828,897

その他 57,006 53,261

固定負債合計 924,599 882,159

負債合計 2,550,908 2,673,477

純資産の部

株主資本

資本金 700,328 700,328

資本剰余金 637,828 466,570

利益剰余金 △171,257 465,831

自己株式 △59,682 △59,699

株主資本合計 1,107,216 1,573,030

新株予約権 21,860 21,760

純資産合計 1,129,077 1,594,791

負債純資産合計 3,679,986 4,268,268
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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 2,421,392 4,188,639

売上原価 1,964,769 2,904,009

売上総利益 456,622 1,284,629

販売費及び一般管理費 644,566 780,815

営業利益又は営業損失（△） △187,943 503,814

営業外収益

受取利息 121 33

受取手数料 249 1,641

助成金収入 7,939 5,365

固定資産税還付金 3,964 －

その他 5,311 1,756

営業外収益合計 17,586 8,796

営業外費用

支払利息 32,441 30,631

売上割引 1,349 1,451

支払手数料 9,014 1,311

その他 7,112 8,309

営業外費用合計 49,918 41,704

経常利益又は経常損失（△） △220,275 470,906

特別損失

固定資産除却損 152 －

特別損失合計 152 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △220,427 470,906

法人税、住民税及び事業税 4,964 5,074

法人税等合計 4,964 5,074

四半期純利益又は四半期純損失（△） △225,392 465,831
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該当事項はありません。 

  

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

（株）太陽工機（6164）　平成24年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 

－5－


	20120202_サマリ_第3四半期決算短信（太陽工機）.pdf
	20120202_本文_第3四半期決算短信（太陽工機）



