
平成24年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＪＵＫＩ株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6440 URL http://www.juki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清原 晃
問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 鈴木 正彦 TEL 042-357-2211
四半期報告書提出予定日 平成24年5月11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12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

（注）当社は、平成23年12月期に決算日を3月31日から12月31日に変更しており、平成24年12月期第1四半期は比較対象期間が異なることから対前年同四半期
増減率については記載しておりません。（平成23年12月期第1四半期は4月1日から6月30日となっております。） 

(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12月期第1四半期 19,114 ― △230 ― △659 ― △722 ―
23年12月期第1四半期 22,504 4.3 287 △39.6 365 △30.7 445 151.2

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △258百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 364百万円 （6.5％）

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12月期第1四半期 △5.59 ―
23年12月期第1四半期 3.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 115,984 11,470 9.7
23年12月期 114,263 12,361 10.6
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  11,204百万円 23年12月期  12,101百万円

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  
 

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12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
直近の公表では、第2四半期(累計)は未定としておりましたが、今回、上記のとおりといたしました。なお、通期については変更ありません。また、平成23年12月
期に決算日を3月31日から12月31日に変更しており、平成24年12月期は比較対象期間が異なることから対前期及び対前年同四半期増減率については記載し
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

第2四半期(累計) 43,000 ― 100 ― △600 ― △700 ― △5.42
通期 101,500 ― 2,600 ― 2,600 ― 1,600 ― 12.38

  



(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  
(注) 詳細は、添付資料3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ますが、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
基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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。 

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12月期1Q 129,370,899 株 23年12月期 129,370,899 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 150,497 株 23年12月期 150,273 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 129,220,570 株 23年12月期1Q 129,221,593 株
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当社は、前連結会計年度(平成23年12月期)より決算日を３月31日から12月31日に変更しており、前連

結会計年度は４月１日から12月31日までの９ヵ月間となっております。このため、平成24年12月期第１

四半期と平成23年12月期第１四半期とは対応する期間が異なるため、前年同四半期との増減比較につい

ては記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間は、円高による影響および中国市場での需要の落ち込みがあり、売上高は

191億１千４百万円、経常損失は６億５千９百万円となりました。また、四半期純損失につきましては

７億２千２百万円となりました。 

  

セグメント別の売上高については、参考として、前年同期間(平成23年３月期第４四半期(平成23年１

月１日から平成23年３月31日まで))との増減比較を記載しております。 

中国においては金融引き締め等により設備投資需要が低迷し、その他の地域においては欧州債務危機

の影響により需要が減少したことなどから、縫製機器事業全体の売上高は126億７千５百万円(対前年同

期間比24.6％減)となりました。 

中国での売上は落ち込みましたが、その他アジア地域での需要が増加したことなどから、産業装置事

業全体の売上高は47億６百万円(対前年同期間比1.4％増)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億２千１百万円増加して1,159

億８千４百万円となりました。たな卸資産などが増加したことによるものです。負債は、前連結会計年

度末に比べ26億１千２百万円増加して1,045億１千３百万円となりました。有利子負債が増加したこと

などによるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べ８億９千１百万円減少して114億７千万円と

なりました。利益剰余金が減少したことなどによるものです。 

  

平成24年12月期(通期)につきましては、２月14日に公表いたしました連結業績予想を修正しておりま

せん。 

なお、第２四半期累計期間につきましては、２月14日時点では未定としておりましたが、本日(平成

24年５月10日)公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」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

（主なセグメント別の概況）

① 縫製機器事業

② 産業装置事業

（２）連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

（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。 

  

税金費用の計算  

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等を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

外貨建予定取引に係る為替予約取引の処理 

昨今の為替相場の変動が著しいことなどから、社内規程等を変更し、外貨建予定取引に対応する為替

予約取引を実施したため、その一部について当第１四半期連結会計期間よりヘッジ会計を適用し繰延ヘ

ッジ処理を行っております。 

これにより、為替予約取引の時価評価差額のうち300百万円を繰延ヘッジ損益(借方)として計上して

おります。 

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

（４）追加情報
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,241 6,497

受取手形及び売掛金 20,978 19,657

たな卸資産 42,151 45,208

その他 5,293 4,982

貸倒引当金 △1,161 △1,197

流動資産合計 73,504 75,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,223 16,675

土地 7,464 7,464

その他（純額） 4,874 4,760

有形固定資産合計 29,562 28,900

無形固定資産 1,633 1,652

投資その他の資産

その他 10,351 11,064

貸倒引当金 △788 △781

投資その他の資産合計 9,563 10,282

固定資産合計 40,759 40,835

資産合計 114,263 115,984

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,427 12,473

短期借入金 47,425 51,402

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 220 425

賞与引当金 332 576

その他 5,149 6,816

流動負債合計 67,596 71,733

固定負債

社債 50 40

長期借入金 25,396 24,014

退職給付引当金 6,535 6,474

役員退職慰労引当金 176 153

その他 2,147 2,098

固定負債合計 34,305 32,779

負債合計 101,901 104,513
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 15,950 15,950

利益剰余金 3,646 2,309

自己株式 △58 △58

株主資本合計 19,538 18,200

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20 222

繰延ヘッジ損益 △78 △369

為替換算調整勘定 △7,378 △6,849

その他の包括利益累計額合計 △7,436 △6,995

少数株主持分 260 265

純資産合計 12,361 11,470

負債純資産合計 114,263 115,984
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 22,504 19,114

売上原価 16,619 14,328

売上総利益 5,885 4,785

販売費及び一般管理費 5,597 5,016

営業利益又は営業損失（△） 287 △230

営業外収益

受取利息 33 23

受取配当金 39 6

為替差益 301 －

その他 123 146

営業外収益合計 497 175

営業外費用

支払利息 395 394

為替差損 － 178

その他 23 31

営業外費用合計 419 604

経常利益又は経常損失（△） 365 △659

特別利益

固定資産売却益 278 77

特別利益合計 278 77

特別損失

固定資産除売却損 15 9

投資有価証券評価損 41 －

ゴルフ会員権評価損 － 13

特別損失合計 57 22

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（△）

586 △604

法人税等 142 123

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（△）

444 △727

少数株主損失（△） △1 △4

四半期純利益又は四半期純損失（△） 445 △722
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３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（△）

444 △727

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31 202

繰延ヘッジ損益 5 △291

為替換算調整勘定 △53 557

その他の包括利益合計 △79 468

四半期包括利益 364 △258

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 369 △266

少数株主に係る四半期包括利益 △4 7
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該当事項はありません。 

  

１  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 

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロストワックス製品等の生産・

販売を行っている精密鋳造事業、IT関連機器事業及び金型・プレス加工製品事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△451百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△451百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社での

管理部門に係る費用であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロストワックス製品等の生産・

販売を行っている精密鋳造事業、IT関連機器事業及び金型・プレス加工製品事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△586百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△583百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない当社での管理部門に係る費用であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額 
(注2)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注3)

縫製機器 
事業

産業装置
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 14,658 5,960 20,619 1,885 22,504 ― 22,504

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

26 1,097 1,124 351 1,475 △1,475 ―

計 14,685 7,058 21,743 2,236 23,980 △1,475 22,504

セグメント利益 454 213 667 149 817 △451 365

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額 
(注2)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注3)

縫製機器 
事業

産業装置
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,675 4,706 17,382 1,731 19,114 ― 19,114

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

22 626 648 286 934 △934 ―

計 12,697 5,333 18,030 2,018 20,049 △934 19,114

セグメント利益又は損失
(△)

△127 △47 △174 101 △73 △586 △659

（５）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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