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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 13,427 49.8 533 ― 548 ― 510 ―

23年3月期第3四半期 8,961 81.6 △36 ― △17 ― △127 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 460百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △152百万円 （―％）

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 51.84 ―

23年3月期第3四半期 △12.95 ―

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 18,135 7,159 39.5
23年3月期 14,392 6,797 47.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,158百万円 23年3月期  6,796百万円

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  

詳細は、添付資料２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。 

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 15.00 15.00

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  
詳細は、添付資料２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。 

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 18,200 41.8 660 488.7 650 420.2 620 ― 62.94



(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  ：  有  
詳細は、添付資料２ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 (2) 四半期連結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。 

(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
半期レビュー手続を実施中です。 

※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、添付資料２
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3月期3Q 9,850,000 株 23年3月期 9,850,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 76 株 23年3月期 76 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,849,924 株 23年3月期3Q 9,849,924 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）におけるわが国経済は、東日本大震

災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、各種の政策効果等により持ち直し傾向が続いておりますが、

国際的な金融資本市場の混乱や長引く円高等景気が下振れするリスクが残り、不透明感が増しております。 

 当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、タイの洪水や過度な円高にもかかわらず東日本大震

災後からの回復基調は続いておりますが、国内市場の低迷や欧州債務危機等により必ずしも楽観できない状況にあ

ります。 

 このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の受注高につきましては、当第３四半期連結会計期間における

受注が好調に推移したことを受け、プレス機械は9,000百万円（前年同四半期比40.2％増）、ＦＡシステム製品は

5,617百万円（前年同四半期比51.8％増）、アフターサービス工事は3,902百万円（前年同四半期比36.9％増）と前

年同四半期を大きく上回りました。全体でも18,521百万円（前年同四半期比42.8％増）と前年同四半期を大きく上

回り、受注残高も前連結会計年度末に比べ5,094百万円増加し15,594百万円となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は6,479百万円（前年同四半期比55.3％増）、ＦＡシステム製品は4,336百万

円（前年同四半期比93.7％増）、アフターサービス工事は2,610百万円（前年同四半期比2.4％増）となり、全体で

は13,427百万円（前年同四半期比49.8％増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高の増加等により、営業利益533百万円（前年同四半期は36百万円の営業損失）、

経常利益548百万円（前年同四半期は17百万円の経常損失）、四半期純利益510百万円（前年同四半期は127百万円

の四半期純損失）と前年同四半期の赤字から黒字となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3,972百万円増加し、15,083

百万円となりました。これは、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ230百万円減少し、3,051百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3,380百万円増加し、10,975百万円となりました。これは、主に未払金

が増加したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ361百万円増加し、7,159百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が増加したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期の業績予想につきまして、平成23年８月４日に公表いたしました業績予想を本日修正してお

ります。また、期末配当金につきましても、平成23年５月10日に公表いたしました１株当たり10円から５円増額し

１株当たり15円に本日修正しております。 

 詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

   

（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  

 税金費用の計算  

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。 

   

（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。 

１．当四半期決算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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（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 3,750,894 6,400,093

受取手形及び売掛金 6,533,376 7,622,878

商品及び製品 52,112 51,333

仕掛品 411,754 723,913

原材料及び貯蔵品 150,927 152,913

繰延税金資産 338 320

その他 219,677 138,044

貸倒引当金 △8,230 △5,810

流動資産合計 11,110,853 15,083,687

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,114,130 1,061,250

機械装置及び運搬具（純額） 599,294 472,357

土地 854,677 854,677

その他（純額） 120,968 133,740

有形固定資産合計 2,689,069 2,522,025

無形固定資産   

のれん 118,132 87,068

その他 35,949 39,168

無形固定資産合計 154,081 126,236

投資その他の資産   

投資有価証券 338,679 298,500

その他 99,986 105,000

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 438,386 403,221

固定資産合計 3,281,537 3,051,483

資産合計 14,392,390 18,135,170



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 947,676 1,323,112

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 2,694,606 5,104,219

未払費用 614,168 926,099

未払法人税等 31,416 40,992

前受金 132,113 496,845

賞与引当金 215,000 151,550

製品保証引当金 212,574 249,773

受注損失引当金 432,706 310,379

その他 34,996 128,808

流動負債合計 6,465,256 9,881,780

固定負債   

退職給付引当金 982,965 996,272

役員退職慰労引当金 17,489 24,266

その他 129,417 73,603

固定負債合計 1,129,872 1,094,142

負債合計 7,595,129 10,975,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 5,065,889 5,477,997

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,868,238 7,280,346

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,537 △9,848

繰延ヘッジ損益 △1,986 3,880

為替換算調整勘定 △101,027 △115,631

その他の包括利益累計額合計 △71,476 △121,598

新株予約権 500 500

純資産合計 6,797,261 7,159,247

負債純資産合計 14,392,390 18,135,170



（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 8,961,186 13,427,011

売上原価 7,986,378 11,755,588

売上総利益 974,808 1,671,423

販売費及び一般管理費 1,011,646 1,137,599

営業利益又は営業損失（△） △36,838 533,824

営業外収益   

受取利息 5,211 3,866

受取配当金 6,811 9,776

投資有価証券売却益 621 15,300

助成金収入 14,037 －

補助金収入 10,034 －

その他 11,726 6,952

営業外収益合計 48,444 35,896

営業外費用   

支払利息 7,065 4,215

為替差損 15,519 7,294

固定資産除却損 52 4,323

その他 6,593 5,150

営業外費用合計 29,230 20,984

経常利益又は経常損失（△） △17,623 548,736

特別損失   

退職給付制度改定損 82,365 －

特別損失合計 82,365 －

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（△）

△99,989 548,736

法人税等 27,528 38,129

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（△）

△127,517 510,607

四半期純利益又は四半期純損失（△） △127,517 510,607



（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（△）

△127,517 510,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,421 △41,385

繰延ヘッジ損益 △925 5,867

為替換算調整勘定 △15,112 △14,604

その他の包括利益合計 △25,459 △50,121

四半期包括利益 △152,977 460,485

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △152,977 460,485

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

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）及び当第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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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