
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
       

 
     

  
  

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）
（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 5,014 5.7 453 39.0 395 36.1 245 △0.6
24年３月期第１四半期 4,745 73.3 326 ― 290 ― 247 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 572百万円 (63.5％) 24年３月期第１四半期 350百万円 (―％)

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

25年３月期第１四半期 3.75 ―
24年３月期第１四半期 3.76 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 23,020 12,748 47.0
24年３月期 23,121 12,306 45.6

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 10,815百万円 24年３月期 10,547百万円

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

24年３月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 2.00 ― 2.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 11,100 11.1 1,030 92.5 1,010 122.9 470 120.1 7.16
通期 23,000 9.6 2,310 42.4 2,300 40.4 1,170 25.4 17.83

(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

（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 ： 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

(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３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・修正再表示をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 65,781,228株 24年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 159,699株 24年３月期 159,570株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 65,621,569株 24年３月期１Ｑ 65,685,201 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

○添付資料の目次

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成25年３月期　第１四半期決算短信

- 1 -



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢、個人消費の緩やかな持ち直しがみら

れ、大企業を中心に企業業況も小幅ながら改善し、緩やかな回復基調となりましたが、円高、欧州債務

危機の影響による海外景気の下振れリスク、電力供給の制約による企業活動への影響懸念など、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当第１四半

期連結累計期間における受注総額は3,208億円となり、前年同累計期間に比較して6.6％減となりまし

た。内需は、1,017億円（前年同累計期間比5.2％減）、外需は2,190億円（前年同累計期間比7.3％減）

となり、外需比率68.3％となっております。 

当社グループにおきましては、売上高は堅調に推移いたしました。当第１四半期連結累計期間におけ

る当社グループの売上高は5,014百万円となり、前年同累計期間に比べ、5.7％増となりました。利益に

つきましては、コスト削減により営業利益453百万円（前年同累計期間比39.0％増）、経常利益395百万

円（前年同累計期間比36.1％増）となりましたが、四半期純利益につきましては、法人税等税金費用の

増加により245百万円（前年同累計期間比0.6％減）となりました。 

  

当第１四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100百万円減少し、23,020百万円となりました。この減少は、現金及び預金、たな卸資産、有形固

定資産がそれぞれ268百万円、419百万円、157百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が994百万円

減少したことによるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ、542百万円減少し、10,272百万円となりました。この減少

は、主に支払手形及び買掛金が475百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ441百万円増加し、12,748百万円となりました。この増加は主に

利益剰余金、為替換算調整勘定、少数株主持分がそれぞれ114百万円、164百万円、174百万円増加した

ことによるものです。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日付「平成24年３月期 決算短信〔日本

基準〕（連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。 

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。 

  

当社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の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。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（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）
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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 3,457,953 3,726,415

受取手形及び売掛金 7,251,993 6,257,318

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 914,879 903,905

仕掛品 3,738,164 3,922,625

原材料及び貯蔵品 1,122,109 1,367,776

その他 742,515 800,037

貸倒引当金 △113,489 △123,372

流動資産合計 17,214,127 16,954,706

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,558,571 2,650,788

その他（純額） 2,936,505 3,001,957

有形固定資産合計 5,495,077 5,652,746

無形固定資産 12,349 11,729

投資その他の資産   

その他 423,982 425,529

貸倒引当金 △23,980 △23,980

投資その他の資産合計 400,001 401,548

固定資産合計 5,907,428 6,066,024

資産合計 23,121,555 23,020,730

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,435,946 4,960,371

短期借入金 1,243,241 1,072,947

未払法人税等 293,109 267,595

賞与引当金 183,240 315,222

役員賞与引当金 16,000 －

製品保証引当金 112,015 126,220

その他 1,464,637 1,327,413

流動負債合計 8,748,190 8,069,769

固定負債   

長期借入金 1,101,603 1,249,952

退職給付引当金 667,117 656,996

資産除去債務 27,828 27,912

その他 270,119 267,669

固定負債合計 2,066,668 2,202,531

負債合計 10,814,858 10,272,300
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(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 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,523 1,568,523

利益剰余金 7,406,261 7,520,932

自己株式 △28,534 △28,549

株主資本合計 11,265,274 11,379,930

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,256 28,674

為替換算調整勘定 △758,026 △593,462

その他の包括利益累計額合計 △717,769 △564,787

少数株主持分 1,759,192 1,933,287

純資産合計 12,306,696 12,748,429

負債純資産合計 23,121,555 23,020,730
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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：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 4,745,064 5,014,492

売上原価 3,479,267 3,542,224

売上総利益 1,265,796 1,472,268

販売費及び一般管理費 939,482 1,018,551

営業利益 326,313 453,716

営業外収益   

受取利息 2,593 2,110

受取配当金 1,546 2,015

仕入割引 9,089 8,745

その他 5,783 3,824

営業外収益合計 19,012 16,694

営業外費用   

支払利息 6,812 9,248

為替差損 40,499 61,564

その他 7,292 3,945

営業外費用合計 54,603 74,758

経常利益 290,722 395,652

特別損失   

投資有価証券評価損 30,302 －

特別損失合計 30,302 －

税金等調整前四半期純利益 260,420 395,652

法人税等 11,511 122,923

少数株主損益調整前四半期純利益 248,909 272,729

少数株主利益 1,629 26,815

四半期純利益 247,279 245,914
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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：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 248,909 272,729

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 39,814 △11,582

為替換算調整勘定 61,634 311,843

その他の包括利益合計 101,448 300,261

四半期包括利益 350,357 572,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 319,684 398,896

少数株主に係る四半期包括利益 30,673 174,095
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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