
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％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 1,405 ― 156 ― 139 ― 73 ―
24年３月期第１四半期 1,509 63.0 207 ― 195 ― 185 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 47百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 160百万円( ―％)

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 11.05 ―
24年３月期第１四半期 28.04 ―

当社は、平成24年３月期より決算期を毎年６月20日から毎年３月31日に変更しております。これに伴い、平成25年３
月期第１四半期（４月１日から６月30日まで）と、比較対象となる平成24年３月期第１四半期（６月21日から９月20
日まで）の月度が異なるため、平成25年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

（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 9,612 4,932 51.3
24年３月期 9,694 4,951 51.1

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 4,932百万円 24年３月期 4,951百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00

(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) 3,221 ― 358 ― 351 ― 217 ― 32.86
通期 6,694 ― 865 ― 853 ― 529 ― 79.91

(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24年３月期は決算期の変更により、平成23年６月21日から平成24年３月31日までの９ヶ月11日間となっておりま
す。このため、対前期増減率については記載しておりません。



  

   

   

   

   

   

 

   

 

 

 
  

 

※ 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

（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

（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

（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 7,028,000株 24年３月期 7,028,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 399,294株 24年３月期 399,294株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 6,628,706株 24年３月期１Ｑ 6,628,729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３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。
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当社は前連結会計年度より決算期を６月20日から３月31日に変更しております。これに伴い、当第１

四半期連結累計期間(４月１日から６月30日)は、比較対象となる平成24年３月期第１四半期(６月21日

から９月20日)と月度が異なることから、業績の状況の比較は記載しておりません。 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州信用不安の長期化や中国経済の成長鈍化懸念

等により先行き不透明な景況感のもとに推移いたしました。 

工作機械業界におきましては、平成24年６月の工作機械受注総額は５ヶ月連続で1,000億円超となる

1,086億円を記録いたしました。内需は、航空機等のスポット受注も相俟って、平成24年６月の月次受

注総額は348億円となりました。一方、外需では、欧州における厳しい受注環境が懸念されるものの、

平成24年６月の月次受注総額は５ヶ月連続で700億円超となる738億円を記録いたしました。 

このような状況の下、当社グループは、経営環境の変化に対応するため、海外における販売態勢の再

構築、海外部品調達によるコストダウンを目的とした合弁企業を設立、生産を中心とした業務システム

及び人事制度の改革を継続的に行っており、これらの定着化を図ることで業務伸張に努めてまいりまし

た。また、当社グループのコア技術を活かした特定ユーザーとのコラボレーションを継続的に行うこと

で新市場及び新事業の創造に取り組んでまいりました。 

この結果、当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、売上高は1,405百万円、営業利益

は156百万円、経常利益は139百万円となり、四半期純利益は税金費用61百万円の影響から73百万円とな

りました。 

品目別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(金型関連研削盤) 

中国を中心とした海外市場及び国内市場ともに引き続き低調であり、結果として、売上高は253百万

円となりました。金型関連研削盤における売上高は、当社グループの総売上高の18.0％を占めておりま

す。 

(切削工具関連研削盤) 

韓国を中心とした海外市場及び国内市場において堅調に推移するとともに、タイの復興需要も相俟っ

て、結果として、売上高は970百万円となりました。切削工具関連研削盤における売上高は、当社グル

ープの総売上高の69.1％を占めております。 

(その他の機械) 

ＮＣプロッター（作図機）を中心として堅調に推移し、売上高は31百万円となりました。その他の機

械における売上高は、当社グループの総売上高の2.2％を占めております。 

(アフターサービス) 

アフターサービス(有償修理)及びメンテナンス部品については、売上高は150百万円となりました。

アフターサービスにおける売上高は、当社グループの総売上高の10.7％を占めております。 

  

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
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総資産は、前連結会計年度末に比べ82百万円減少し、9,612百万円となりました。これは、主として

原材料及び貯蔵品が199百万円増加し、現金及び預金が340百万円、仕掛品が130百万円減少したことな

どによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ63百万円減少し、4,680百万円となりました。これは、主として長

期借入金が344百万円増加し、支払手形及び買掛金が130百万円、未払法人税等が246百万円減少したこ

となどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、4,932百万円となりました。これは、主と

してその他有価証券評価差額金が20百万円減少したことなどによります。 

  

平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表いたしました連結業績

予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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）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

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
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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 2,336,499 1,995,612

受取手形及び売掛金 2,632,459 2,670,862

商品及び製品 47,613 110,671

仕掛品 976,356 845,765

原材料及び貯蔵品 566,350 765,476

繰延税金資産 103,169 63,640

その他 31,672 32,569

貸倒引当金 △86 △881

流動資産合計 6,694,035 6,483,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 985,526 1,011,467

機械装置及び運搬具（純額） 286,716 310,576

土地 889,283 888,449

その他（純額） 174,465 244,899

有形固定資産合計 2,335,991 2,455,392

無形固定資産 44,720 84,592

投資その他の資産   

投資有価証券 310,763 279,338

関係会社株式 50,257 48,543

繰延税金資産 101,477 103,979

その他 161,196 160,786

貸倒引当金 △3,601 △3,632

投資その他の資産合計 620,093 589,015

固定資産合計 3,000,804 3,129,000

資産合計 9,694,840 9,612,718

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 640,971 510,722

短期借入金 1,055,000 1,045,000

1年内償還予定の社債 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 409,808 454,800

未払法人税等 275,056 28,504

役員賞与引当金 61,800 －

その他 388,724 314,081

流動負債合計 3,431,359 2,953,108

固定負債   

長期借入金 987,768 1,332,408

長期未払金 138,760 138,760

退職給付引当金 103,766 111,312

その他 82,067 145,030

固定負債合計 1,312,361 1,727,510

負債合計 4,743,721 4,680,618
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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 843,300 843,300

資本剰余金 881,244 881,244

利益剰余金 3,545,783 3,552,746

自己株式 △310,664 △310,664

株主資本合計 4,959,663 4,966,626

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,330 10,633

為替換算調整勘定 △39,874 △45,159

その他の包括利益累計額合計 △8,544 △34,526

純資産合計 4,951,118 4,932,099

負債純資産合計 9,694,840 9,612,718
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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６月21日 
 至 平成23年９月20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 1,509,882 1,405,267

売上原価 857,011 835,153

売上総利益 652,870 570,113

販売費及び一般管理費 445,040 414,079

営業利益 207,829 156,034

営業外収益   

受取利息 125 44

受取配当金 4,364 5,034

受取賃貸料 1,773 3,315

その他 1,526 3,428

営業外収益合計 7,790 11,821

営業外費用   

支払利息 9,164 10,687

為替差損 11,186 15,575

その他 244 2,468

営業外費用合計 20,595 28,731

経常利益 195,024 139,124

特別利益   

固定資産売却益 600 7,186

特別利益合計 600 7,186

特別損失   

固定資産除却損 26 505

投資有価証券評価損 － 10,641

その他 2 －

特別損失合計 29 11,146

税金等調整前四半期純利益 195,595 135,163

法人税、住民税及び事業税 9,722 24,800

法人税等調整額 － 37,112

法人税等合計 9,722 61,913

少数株主損益調整前四半期純利益 185,873 73,250

四半期純利益 185,873 73,250
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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６月21日 
 至 平成23年９月20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 185,873 73,250

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,365 △20,697

為替換算調整勘定 △6,226 △5,284

その他の包括利益合計 △25,592 △25,982

四半期包括利益 160,280 47,267

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 160,280 47,267

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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