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（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  9,340  8.7  523  63.6  498  70.5  276  94.4

24年３月期第１四半期  8,594  △3.0  319  △41.1  292  △43.9  142  △58.4

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △201百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △0百万円 （ ％） －

  
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  1.43  －

24年３月期第１四半期  0.74  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期第１四半期  49,124  14,635  28.8  73.30

24年３月期  49,668  14,855  28.9  74.22

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 14,170百万円   24年３月期 14,347百万円 

  
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

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）

  （％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）  19,000  8.4  1,000  69.3  800  12.8  300  △21.2  1.55

通期  39,000  5.3  2,400  3.0  2,000  △3.8  800  333.8  4.14

（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 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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        ： 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） 25年３月期１Ｑ 195,214,448株 24年３月期 195,214,448株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,893,382株 24年３月期 1,893,155株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 193,321,180株 24年３月期１Ｑ 193,321,660株

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連結財務諸表の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、添付資料Ｐ．２「連結業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務危機の影響や中国・インドをはじめとする新

興国経済の成長鈍化の影響により、減速基調となりました。 

 わが国経済においては、東日本大震災後の復興需要等により持ち直しの動きも見られましたが、

為替の円高基調定着化や不安定な雇用情勢への懸念が払拭されないことなどから、厳しい経営環境

が続きました。 

 こうした中、当社グループにおきましては、成長分野へ経営資源を重点投入し、新興国市場にお

けるミシン販売やアジア市場における産業機器販売に注力した結果、業績は順調に推移し、当第１

四半期の総売上高は9,340百万円（前年同四半期比8.7％増）、営業利益は523百万円（前年同四半期

比63.6％増）、経常利益は498百万円（前年同四半期比70.5％増）、四半期純利益は276百万円（前

年同四半期比94.4％増）となりました。 

  

 セグメント別の概要は、次のとおりであります。 

  

 家庭用機器事業においては、海外市場におけるシェア拡大への注力等により、当第１四半期の家

庭用ミシンの売上台数は約48万台（前年同四半期比約４万台増）となり、売上高は7,341百万円（前

年同四半期比5.6％増）、営業利益は323百万円（前年同四半期比45.0％増）となりました。 

 産業機器事業におきましては、国内市場及び中国や東南アジアの新興国市場に重点をおき、携帯

電話等の情報端末機器や自動車部品などの製造関連企業を中心に積極的な販売活動を展開したこと

により、卓上ロボット・エレクトロプレスの販売が順調に推移し、売上高は1,355百万円（前年同四

半期比36.4％増）、営業利益は225百万円（前年同四半期比96.6％増）となりました。 

 ITソフト開発を含むその他事業の売上高は、国内企業のIT関連投資の抑制が続き、643百万円（前

年同四半期比1.2％減）となり、営業損失は29百万円（前年同四半期は７百万円の損失）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は49,124百万円（前連結会計年度末比543百万円減）となりました。 

 資産の部では、流動資産が受取手形及び売掛金の減少等により20,322百万円（前連結会計年度末

比246百万円減）となりました。固定資産は減価償却による減少等により28,802百万円（前連結会計

年度末比297百万円減）となりました。  

 負債の部は、流動負債が事業再編引当金の減少等により17,724百万円（前連結会計年度末比105百

万円減）となり、固定負債は長期借入金の減少等により16,765百万円（前連結会計年度末比217百万

円減）となりました。 

 純資産の部は、為替換算調整勘定の減少等により14,635百万円（前連結会計年度末比220百万円

減）となりました。  

  

［キャッシュ・フローの状況］ 

  当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から144百万円減

少し、5,740百万円（前年同四半期比1,199百万円減）となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益484百万円、売上債権の減少

199百万円、たな卸資産の増加620百万円などによる資金の増減があり、371百万円の資金の増加とな

りました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出194百万円などにより、130

百万円の資金の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出287百万円などにより、254

百万円の資金の減少となりました。 

   

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 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日公表の「平

成24年３月期決算短信」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。 

   

   



２．四半期連結財務諸表
（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 6,639 6,393

受取手形及び売掛金 6,286 5,963

商品及び製品 3,874 3,967

仕掛品 611 533

原材料及び貯蔵品 2,304 2,667

その他 984 919

貸倒引当金 △133 △123

流動資産合計 20,568 20,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,420 6,288

土地 15,792 15,763

その他（純額） 2,120 2,094

有形固定資産合計 24,333 24,146

無形固定資産   

のれん 668 626

その他 1,114 1,082

無形固定資産合計 1,782 1,709

投資その他の資産 2,984 2,946

固定資産合計 29,099 28,802

資産合計 49,668 49,124

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,650 3,687

短期借入金 11,030 10,937

未払法人税等 284 228

賞与引当金 403 183

事業再編引当金 398 290

その他 2,061 2,396

流動負債合計 17,830 17,724

固定負債   

長期借入金 7,422 7,208

再評価に係る繰延税金負債 4,420 4,420

退職給付引当金 4,476 4,481

その他 663 655

固定負債合計 16,982 16,765

負債合計 34,812 34,489



（単位：百万円）

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 11,372 11,372

資本剰余金 823 823

利益剰余金 △1,969 △1,693

自己株式 △325 △325

株主資本合計 9,901 10,177

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 26

繰延ヘッジ損益 △12 △12

土地再評価差額金 6,572 6,572

為替換算調整勘定 △2,128 △2,592

その他の包括利益累計額合計 4,446 3,992

少数株主持分 507 464

純資産合計 14,855 14,635

負債純資産合計 49,668 49,124



（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４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,594 9,340

売上原価 4,995 5,484

売上総利益 3,598 3,855

販売費及び一般管理費 3,278 3,332

営業利益 319 523

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 16 14

為替差益 39 115

その他 30 38

営業外収益合計 92 173

営業外費用   

支払利息 102 94

その他 17 103

営業外費用合計 119 198

経常利益 292 498

特別利益   

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失   

固定資産除売却損 10 3

投資有価証券評価損 － 10

特別損失合計 10 14

税金等調整前四半期純利益 283 484

法人税、住民税及び事業税 99 150

法人税等調整額 32 50

法人税等合計 131 200

少数株主損益調整前四半期純利益 151 283

少数株主利益 9 7

四半期純利益 142 276



（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 151 283

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 10

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △127 △495

その他の包括利益合計 △152 △485

四半期包括利益 △0 △201

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11 △177

少数株主に係る四半期包括利益 △12 △24



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 283 484

減価償却費 231 236

のれん償却額 41 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 32

受取利息及び受取配当金 △22 △20

支払利息 102 94

売上債権の増減額（△は増加） △150 199

たな卸資産の増減額（△は増加） △526 △620

仕入債務の増減額（△は減少） 322 △22

その他 203 166

小計 510 588

利息及び配当金の受取額 30 22

利息の支払額 △45 △57

法人税等の支払額 △158 △182

営業活動によるキャッシュ・フロー 337 371

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △34 △1

定期預金の払戻による収入 24 100

有形固定資産の取得による支出 △120 △194

無形固定資産の取得による支出 △74 △14

その他 △61 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △267 △130

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 415 65

長期借入金の返済による支出 △289 △287

その他 △32 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 93 △254

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147 △144

現金及び現金同等物の期首残高 6,792 5,885

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,939 5,740



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 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） 

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 

 （単位：百万円） 

 （注）「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、ＩＴソフ

トウェア・情報処理サービス、不動産賃貸等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

   報告セグメント   その他 
合計 

  家庭用機器 産業機器 計  (注)  

売上高         

外部顧客への売上高  6,949  993 7,942  651  8,594

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 8  285 294  255  549

計  6,958  1,279 8,237  906  9,143

セグメント利益又は損失(△)  223  114 338  △7  330

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  338

「その他」の区分の損失(△) △7

セグメント間取引消去  △10
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Ⅱ 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） 

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 

 （単位：百万円） 

 （注）「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、ＩＴソフ

トウェア・情報処理サービス、不動産賃貸等を含んでおります。 

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

  

   報告セグメント   その他 
合計 

  家庭用機器 産業機器 計  (注)  

売上高         

外部顧客への売上高  7,341  1,355 8,697  643  9,340

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 10  175 186  258  445

計  7,351  1,531 8,883  902  9,785

セグメント利益又は損失(△)  323  225 549  △29  519

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  549

「その他」の区分の損失(△) △29

セグメント間取引消去  3
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（１）所在地別セグメント情報 

 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） 

  

 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） 

 （注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

① 北米……………米国、カナダ 

② 東南アジア……台湾、タイ 

③ その他の地域…イギリス、オランダ、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、

チリ  

  

３．補足情報

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)

東南アジ
ア 

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 6,045  974  251  1,321  8,594  －  8,594

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,687  －  3,556  0  5,244 ( )5,244 －

計  7,733  974  3,807  1,322  13,838 ( )5,244  8,594

営業利益又は営業損失(△)  141  58  △2  92  289  30  319

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)

東南アジ
ア 

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 6,761  1,127  181  1,271  9,340  －  9,340

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,728  －  3,913  10  5,651 ( )5,651 －

計  8,489  1,127  4,094  1,281  14,991 ( )5,651  9,340

営業利益  212  63  105  109  490  32  523



（２）海外売上高 

 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） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 ２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

① 北米……………米国、カナダ 

② 欧州……………イギリス、オランダ、ドイツ、スイス、ロシア 

③ その他の地域…東南アジア、豪州、中東、アフリカ、中南米 

   

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,045  1,945  2,314  5,305

Ⅱ 連結売上高（百万円）        8,594

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 12.2  22.6  26.9  61.7

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,165  2,290  2,360  5,816

Ⅱ 連結売上高（百万円）        9,340

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 12.5  24.5  25.3  62.3
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