
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名）谷越 哲也 ＴＥＬ  0562－48－2111 

四半期報告書提出予定日 平成24年８月10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     

  （百万円未満切捨）

（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 ％

25年３月期第１四半期  1,505  0.6  87  529.7  82  844.7  74  780.7

24年３月期第１四半期  1,496  30.5  13 －  8  －  8 －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 74百万円 （ー％）   24年３月期第１四半期 ５百万円 （ー％） 

  
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

25年３月期第１四半期  3.18 －

24年３月期第１四半期  0.36 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期  5,647  1,696  30.0

24年３月期  5,608  1,621  28.9

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 1,696百万円   24年３月期 1,621百万円

  
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

24年３月期  － 0.00 －  0.00 0.00

25年３月期  －  

25年３月期（予想）  0.00 －  0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  3,123  3.4  82  86.4  68  79.0  60  87.5  2.55

通期  6,395  0.9  173  50.4  145  55.9  129  △2.3  5.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  －社  （社名）                  、除外  －社   （社名） 

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 (注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、（添付資料）２ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関す

る事項(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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。なお、業績予想に

関する事項は、四半期決算短信（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」をご覧下さい。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 23,550,000株 24年３月期 23,550,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 30,532株 24年３月期 30,532株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 23,519,468株 24年３月期１Ｑ 23,520,768株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要の後押しもあり緩やかに回復傾向にあるもの

の、依然電力需給問題や円高など日本経済を取り巻く環境はリスクを抱えた厳しい状況が続いております。また

海外においても長期化している欧州債務問題、中国経済成長の鈍化など引き続きわが国経済の先行きに不透明感

をもたらしております。 

 このような状況のもとで当社グループは、「お客様とともに技術を拓くベストパートナー」を目指し、他社と

の差別化を図るべく昨年度から引き続き自動車関連製品の販売強化を継続した結果、当第１四半期においても売

上高、利益とも順調に推移しました。 

 当第１四半期連結累計期間売上額につきましては、射出成形機は723百万円（前年同期比4.0％減）、プレス機

は252百万円（前年同期比23.8％増）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は1,505百万円（前年同期比

0.6％増）となりました。このうち国内売上高は625百万円（前年同期比1.4％増）、海外売上高は879百万円（前

年同期比0.1％増）となり連結売上高に占める海外売上高は58.4％となりました。 

 利益面につきましては、溶接構造物や鋳物素材の海外調達を推進し、変動費の改善を継続的に実行した結果、

経常利益は82百万円、四半期純利益は74百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、5,647百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円増加

しました。流動資産は、主に棚卸資産増加等により、前連結会計年度末に比べ62百万円増加の4,444百万円とな

りました。固定資産は、減価償却等により、前連結会計年度末に比べ22百万円減少の1,203百万円となりまし

た。負債は、仕入債務等の減少により、前連結会計年度末に比べ34百万円減少の3,951百万円となりました。純

資産は、四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ74百万円増加の1,696百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月７日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変動はあ

りません。   

   

（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 

該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。   

   

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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 519,815 641,185

受取手形及び売掛金 1,933,334 1,782,980

製品 146,072 14,111

仕掛品 532,739 830,685

原材料及び貯蔵品 1,179,471 1,132,062

その他 71,891 44,618

貸倒引当金 △1,909 △1,604

流動資産合計 4,381,414 4,444,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 689,831 677,373

機械装置及び運搬具（純額） 188,782 172,184

土地 219,035 219,035

その他（純額） 46,593 48,540

有形固定資産合計 1,144,243 1,117,134

無形固定資産 33,169 39,730

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675

その他 47,147 44,750

貸倒引当金 △3,646 △3,465

投資その他の資産合計 49,176 46,959

固定資産合計 1,226,590 1,203,824

資産合計 5,608,004 5,647,863

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,469 1,478,764

短期借入金 1,250,000 1,370,000

未払法人税等 27,531 15,674

完成工事補償引当金 50,740 41,798

工事損失引当金 2,001 14,022

その他 387,680 273,580

流動負債合計 3,253,422 3,193,839

固定負債   

退職給付引当金 711,219 728,175

その他 21,699 29,420

固定負債合計 732,918 757,596

負債合計 3,986,340 3,951,435



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 3,008,500

資本剰余金 625,270 625,270

利益剰余金 △1,987,015 △1,912,310

自己株式 △6,841 △6,841

株主資本合計 1,639,913 1,714,619

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 － 3,037

為替換算調整勘定 △18,249 △21,229

その他の包括利益累計額合計 △18,249 △18,191

純資産合計 1,621,663 1,696,427

負債純資産合計 5,608,004 5,647,863



（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：千円）

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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,496,660 1,505,782

売上原価 1,149,564 1,082,215

売上総利益 347,095 423,566

販売費及び一般管理費 333,133 335,653

営業利益 13,962 87,912

営業外収益   

受取利息 69 59

受取配当金 146 146

仕入割引 60 75

受取賃貸料 1,139 1,306

その他 2,696 2,039

営業外収益合計 4,113 3,627

営業外費用   

支払利息 6,043 6,066

為替差損 1,364 3,364

その他 1,986 105

営業外費用合計 9,394 9,536

経常利益 8,680 82,003

特別利益   

固定資産売却益 2 2,145

退職給付制度改定益 9,178 －

特別利益合計 9,180 2,145

特別損失   

固定資産除売却損 1,790 0

特別損失合計 1,790 0

税金等調整前四半期純利益 16,071 84,149

法人税等合計 7,588 9,444

少数株主損益調整前四半期純利益 8,482 74,705

四半期純利益 8,482 74,705



（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：千円）

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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,482 74,705

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 － 3,037

為替換算調整勘定 △3,115 △2,979

その他の包括利益合計 △3,115 58

四半期包括利益 5,366 74,763

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,366 74,763



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）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

（５）重要な後発事象
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