
 

 
 
   

 
 
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 
  

 

   

 

 
  

     

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成24年７月31日

上 場 会 社 名 株式会社 東京自働機械製作所 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6360 URL http://www.tam-tokyo.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)山本 治男
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)清水 政彦 (TEL)(03)3866-7171

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 ―

(百万円未満切捨て)

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

（１）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 1,648 139.2 △22 ― 5 ― 2 ―

24年３月期第１四半期 689 △7.3 △186 ― △154 ― △157 ―

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 0 15 ―

24年３月期第１四半期 △10 90 ―

（２）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 7,621 2,334 30.6

24年３月期 8,289 2,411 29.1

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 2,334百万円  24年３月期 2,411百万円

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 ― ― ― 4 00 4 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 4 00 4 00

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25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 6,500 7.7 50 535.8 100 △19.7 80 △3.3 5 54
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(注)詳細は、添付資料P3「四半期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。 

 
(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P.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。 

 
  

  

  

  

  

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が実施中です。 

  

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P2「業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）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

（３）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 14,520,000株 24年３月期 14,520,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 90,829株 24年３月期 90,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 14,429,740株 24年３月期１Ｑ 14,432,664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１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、震

災復興関連の需要などにより穏やかな回復基調が続いておりますが、円高や欧州財政不安の継続など

先行き不透明な状況で推移しました。 

  このような経済状況の下、全社を挙げて業績の確保に努めた結果、当第１四半期累計期間の受注高

は堅調に推移し、26億１千５百万円（前年同四半期15億３千２百万円、70.6％増）となりました。 

  売上高につきましても、一部の生産機械で工事進行基準の適用があったこともあり、16億４千８百

万円（前年同四半期６億８千９百万円、139.2％増）と大幅に増加しました。 

 利益面では、継続的に原価低減や経費削減に努めた結果、営業損失２千２百万円（前年同四半期は

営業損失１億８千６百万円）、経常利益５百万円（前年同四半期は経常損失１億５千４百万円）、四

半期純利益２百万円（前年同四半期は四半期純損失１億５千７百万円）となりました。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて13.0％減少し、35億１千７百万円となりました。これは、仕掛

品が１億７千９百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が６億８千７百万円、商品及び製品が

３千２百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて3.3％減少し、41億３百万円となりました。これは、繰延税金

資産が１千万円増加したのに対し、投資有価証券が１億３千１百万円減少したことなどによります。

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて8.1％減少し、76億２千１百万円となりました。 
  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて15.7％減少し、33億５千６百万円となりました。これは、短期

借入金が１億３千万円、支払手形及び買掛金が１億１千５百万円それぞれ増加したのに対し、前受金

が８億２千８百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて1.8％増加し、19億３千万円となりました。これは、退職給付

引当金が２千４百万円、長期借入金が２千４百万円それぞれ増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて10.1％減少し、52億８千６百万円となりました。 
  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて3.2％減少し、23億３千４百万円となりました。これは、利

益剰余金が５千５百万円減少したことなどによります。 

  

  

業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました平成25年３月期通期の業績予想に

変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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① 税金費用の計算 

当事業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。 

  

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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。 

これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引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。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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）

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,107 710,200

受取手形及び売掛金 1,852,600 1,165,587

商品及び製品 310,046 277,199

仕掛品 977,856 1,157,089

原材料及び貯蔵品 8,561 10,009

繰延税金資産 75,510 76,812

その他 141,616 121,744

貸倒引当金 △1,947 △1,261

流動資産合計 4,044,352 3,517,381

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,670,102 1,670,102

減価償却累計額 △1,301,810 △1,307,943

建物（純額） 368,291 362,159

構築物 227,794 227,794

減価償却累計額 △204,420 △204,982

構築物（純額） 23,374 22,812

機械及び装置 2,066,756 2,007,429

減価償却累計額 △1,940,181 △1,882,901

機械及び装置（純額） 126,574 124,528

車両運搬具 10,400 10,400

減価償却累計額 △10,109 △10,129

車両運搬具（純額） 291 271

工具、器具及び備品 298,292 298,880

減価償却累計額 △293,430 △293,985

工具、器具及び備品（純額） 4,861 4,894

土地 1,496,754 1,496,754

リース資産 86,154 85,193

減価償却累計額 △41,772 △42,837

リース資産（純額） 44,381 42,355

有形固定資産合計 2,064,529 2,053,775

無形固定資産 144,906 132,498

投資その他の資産   

投資有価証券 927,754 796,704

関係会社株式 14,093 14,093

繰延税金資産 363,187 373,808

その他 737,466 732,807

貸倒引当金 △6,600 －

投資その他の資産合計 2,035,902 1,917,414

固定資産合計 4,245,338 4,103,688

資産合計 8,289,691 7,621,069
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,410,092 1,525,768

短期借入金 580,000 710,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 145,820 147,920

リース債務 20,951 21,189

未払法人税等 16,919 6,101

前受金 1,344,622 516,099

賞与引当金 95,100 157,739

品質保証引当金 65,023 58,375

その他 243,195 153,190

流動負債合計 3,981,724 3,356,382

固定負債   

社債 620,000 620,000

長期借入金 199,350 223,820

リース債務 39,098 35,471

退職給付引当金 896,783 921,727

環境対策引当金 7,156 7,156

その他 133,959 121,872

固定負債合計 1,896,347 1,930,048

負債合計 5,878,072 5,286,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 831,541 775,949

自己株式 △16,708 △16,783

株主資本合計 2,225,113 2,169,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,358 167,168

繰延ヘッジ損益 147 △1,976

評価・換算差額等合計 186,505 165,192

純資産合計 2,411,619 2,334,638

負債純資産合計 8,289,691 7,621,069
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 689,234 1,648,640

売上原価 511,751 1,356,652

売上総利益 177,482 291,988

販売費及び一般管理費 363,857 314,910

営業損失（△） △186,375 △22,921

営業外収益   

受取利息 32 30

受取配当金 15,596 14,178

受取賃貸料 35,444 29,803

貸倒引当金戻入額 769 1,926

雑収入 7,045 5,399

営業外収益合計 58,888 51,338

営業外費用   

支払利息 3,768 3,378

社債利息 3,716 3,449

投資有価証券評価損 895 513

不動産賃貸費用 18,328 13,232

雑支出 380 1,976

営業外費用合計 27,089 22,550

経常利益又は経常損失（△） △154,576 5,866

特別利益   

固定資産売却益 － 199

特別利益合計 － 199

特別損失   

投資有価証券売却損 － 537

特別損失合計 － 537

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △154,576 5,529

法人税等 2,700 3,401

四半期純利益又は四半期純損失（△） △157,276 2,127
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 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
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