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(百万円未満切捨て)

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）

（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 14,799 21.6 948 132.1 954 132.3 599 223.0

23年３月期第３四半期 12,173 129.1 408 ― 411 ― 185 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 521百万円(－％) 23年３月期第３四半期 131百万円(－％)

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 9. 12 ―

23年３月期第３四半期 2. 82 ―

（２）連結財政状態

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 22,305 11,825 45.6

23年３月期 20,753 11,257 47.0

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 10,161百万円 23年３月期 9,748百万円

２．配当の状況

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 ― 1. 50 1. 50

24年３月期 ― 1. 00 ―

24年３月期(予想) 1. 50 2. 50

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)

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 19,700 12.8 1,210 65.2 1,210 69.0 740 69.3 11. 27



  

 

 

 
  

  

・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レビュー手続は終了していません。 

  

・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）２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。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (社名 ― )、除外 ― 社 (社名 ― )

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 65,781,228株 23年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 98,856株 23年３月期 95,976株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 65,684,128株 23年３月期３Ｑ 65,685,880株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復旧により緩やかに持ち直して

まいりましたが、タイにおける洪水被害の影響もあり、依然として企業収益、雇用情勢等が厳しい状況

で推移いたしました。また、円高、欧州通貨危機による海外景気の下振れ等が懸念され、先行き不透明

な状況が継続しております。 

このような状況のなか、国内工作機械業界におきましては、（社）日本工作機械工業会の第３四半期

連結累計期間における受注総額は9,954億円となり、前年同累計期間に比較して27.2%増となりました。

内需は、3,209億円（前年同累計期間比26.9%増）、外需は6,745億円（前年同累計期間比27.3%増）とな

り、外需比率67.8%となっております。 

当社グループにおきましても外需を中心に受注は堅調に推移し、売上高が増加いたしました。当第３

四半期連結累計期間における当社グループの売上高は14,799百万円となり、前年同累計期間に比べ、

21.6%増となりました。利益につきましては営業利益948百万円（前年同累計期間比132.1％増）、経常

利益954百万円（前年同累計期間比132.3％増）、四半期純利益599百万円（前年同累計期間比223.0％

増）となりました。 

なお、TAKISAWA U.K.LTD.（平成23年７月22日付けでROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.に社名を変更）に

つきましては、平成23年９月15日付けでその株式全部を売却したことにより、第２四半期連結累計期間

末において連結の範囲から除外しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は1,552百万円増加し、22,305百万円となりました。この増加は、有価証券390百万円の減少もありま

したが、主に売上高の増加に伴い現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産がそれぞれ547百万

円、558百万円、846百万円増加したことによるものです。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ、984百万円増加し、10,479百万円となりました。この増加は

主に借入金が944百万円増加したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ568百万円増加し、11,825百万円となりました。この増加は主に

利益剰余金、少数株主持分がそれぞれ447百万円、155百万円増加したことによるものです。 

  

工作機械業界につきましては、堅調に推移しておりますが、為替や海外経済動向の影響により不透明

な状況にあります。 

当社グループにおきましては、当第３四半期の実績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直しを行っ

た結果、平成23年10月28日付「平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表

いたしました業績予想を変更いたしました。なお、業績予想に関する詳細は、本日公表しました「業績

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当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する方法を採用しております。なお、一部の連結子会社

においては、原則的な方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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 2,684,699 3,232,280

受取手形及び売掛金 6,065,185 6,623,762

有価証券 590,948 200,000

商品及び製品 524,504 868,803

仕掛品 3,071,984 3,770,540

原材料及び貯蔵品 1,487,499 1,291,252

その他 690,677 770,455

貸倒引当金 △105,744 △103,714

流動資産合計 15,009,755 16,653,380

固定資産

有形固定資産

土地 2,707,973 2,536,614

その他（純額） 2,449,356 2,730,566

有形固定資産合計 5,157,329 5,267,181

無形固定資産 10,168 12,205

投資その他の資産

その他 600,528 396,623

貸倒引当金 △24,758 △23,988

投資その他の資産合計 575,769 372,634

固定資産合計 5,743,268 5,652,022

資産合計 20,753,023 22,305,402

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,351,291 5,407,714

短期借入金 1,196,520 1,613,824

未払法人税等 86,984 103,040

賞与引当金 140,065 44,407

その他 1,311,378 1,376,978

流動負債合計 8,086,240 8,545,965

固定負債

長期借入金 660,600 1,187,857

退職給付引当金 449,060 451,470

資産除去債務 27,596 27,740

その他 272,017 266,516

固定負債合計 1,409,274 1,933,586

負債合計 9,495,515 10,479,551
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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 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,145 1,568,523

利益剰余金 6,625,019 7,072,235

自己株式 △20,538 △20,838

株主資本合計 10,490,650 10,938,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △18,169 22,641

為替換算調整勘定 △724,166 △800,242

その他の包括利益累計額合計 △742,336 △777,600

少数株主持分 1,509,194 1,664,506

純資産合計 11,257,508 11,825,850

負債純資産合計 20,753,023 22,305,402
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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 12,173,380 14,799,167

売上原価 9,230,347 10,933,749

売上総利益 2,943,033 3,865,418

販売費及び一般管理費 2,534,328 2,916,908

営業利益 408,704 948,510

営業外収益

受取利息 7,155 6,735

受取配当金 3,230 4,011

仕入割引 25,282 27,881

雇用調整助成金 51,670 －

その他 36,955 25,693

営業外収益合計 124,293 64,322

営業外費用

支払利息 16,060 23,653

為替差損 68,234 6,626

租税公課 6,994 17,613

デリバティブ評価損 11,861 －

その他 18,691 9,939

営業外費用合計 121,843 57,833

経常利益 411,155 954,998

特別損失

固定資産売却損 － 21,048

投資有価証券評価損 2,661 30,302

関係会社株式売却損 － 134,879

環境対策費 2,610 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,771 －

特別損失合計 27,043 186,230

税金等調整前四半期純利益 384,111 768,768

法人税等 71,752 65,183

少数株主損益調整前四半期純利益 312,359 703,584

少数株主利益 126,830 104,368

四半期純利益 185,528 599,215
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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 312,359 703,584

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,612 40,811

為替換算調整勘定 △168,733 △222,634

その他の包括利益合計 △181,345 △181,822

四半期包括利益 131,013 521,761

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,421 563,950

少数株主に係る四半期包括利益 54,592 △42,189

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



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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