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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 

  

(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 933 29.8 82 ― 98 ― 53 ―

24年3月期第1四半期 719 △30.7 △35 ― △39 ― △38 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 34百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △45百万円 （―％）

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 13.28 ―

24年3月期第1四半期 △9.71 ―

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 6,633 5,802 87.5 1,451.05
24年3月期 6,898 5,828 84.5 1,457.48

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,802百万円 24年3月期  5,828百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― ― ― 15.00 15.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 1,820 △0.7 20 40.5 40 140.1 30 ― 7.50
通期 3,580 △24.4 35 △84.4 70 △73.7 55 △62.0 13.75



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「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） 

※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、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 4,000,000 株 24年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 934 株 24年3月期 934 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,999,066 株 24年3月期1Q 3,999,066 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに持ち直しの動き

が見られたものの円高の長期化や欧州債務危機等もあり、先行きは依然として不透明な状況のまま推移しました。 

  このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は、933百万円と前年同期に比較して214百万円(前年

同期比29.8%増）の増加となりました。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が二輪部品等の減少により522百

万円、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の増加により410百万円となりました。 

 利益面につきましては、工作機械製造事業の大幅な売上増が主な要因となり、営業利益は82百万円（前年同期は

営業損失35百万円）、経常利益は98百万円（前年同期は経常損失39百万円）、四半期純利益は53百万円(前年同期

は四半期純損失38百万円）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受取手形及び売掛金が減少したこと等により、前連結会計年度末

に比べ265百万円減少し、6,633百万円となりました。   

  負債につきましては、買掛金等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ239百万円減少し、830百万円

となりました。  

  純資産は配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し、5,802百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年度３月期の業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

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 

 (減価償却方法の変更） 

  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により、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。 

 これによる損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の概要
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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 1,224,976 901,201

受取手形及び売掛金 892,957 529,784

電子記録債権 10,810 8,160

有価証券 800,000 1,300,000

製品 29,974 16,042

仕掛品 422,443 430,022

原材料 70,359 82,222

繰延税金資産 7,934 4,952

その他 6,766 21,570

貸倒引当金 △996 △690

流動資産合計 3,465,226 3,293,264

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 654,027 659,776

機械装置及び運搬具（純額） 983,950 933,004

土地 638,912 638,912

その他（純額） 28,307 25,280

有形固定資産合計 2,305,197 2,256,974

無形固定資産 13,250 12,417

投資その他の資産 1,115,120 1,070,485

固定資産合計 3,433,569 3,339,878

資産合計 6,898,795 6,633,142
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 270,273 149,723

未払法人税等 58,958 37,367

役員賞与引当金 － 255

その他 240,312 165,512

流動負債合計 569,543 352,858

固定負債   

退職給付引当金 266,691 252,812

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 51,114 53,384

その他 164,719 153,057

固定負債合計 500,705 477,435

負債合計 1,070,248 830,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,612,055 5,605,192

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,837,548 5,830,684

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 158,578 125,931

為替換算調整勘定 △167,579 △153,766

その他の包括利益累計額合計 △9,001 △27,835

純資産合計 5,828,546 5,802,849

負債純資産合計 6,898,795 6,633,142
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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 719,467 933,570

売上原価 621,880 725,105

売上総利益 97,586 208,464

販売費及び一般管理費 133,139 125,705

営業利益又は営業損失（△） △35,553 82,758

営業外収益   

受取利息 2,041 1,555

受取配当金 434 558

賃貸収入 13,481 12,179

助成金収入 2,178 3,847

雑収入 506 3,364

営業外収益合計 18,642 21,505

営業外費用   

支払利息 183 －

不動産賃貸原価 4,183 4,007

為替差損 17,978 1,941

雑損失 4 1

営業外費用合計 22,349 5,949

経常利益又は経常損失（△） △39,260 98,314

特別利益   

固定資産売却益 31 －

特別利益合計 31 －

特別損失   

固定資産売却損 94 －

固定資産廃棄損 705 －

投資有価証券評価損 － 1,131

特別損失合計 800 1,131

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△40,029 97,182

法人税、住民税及び事業税 310 36,100

法人税等調整額 △1,510 7,959

法人税等合計 △1,200 44,059

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△38,828 53,122

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38,828 53,122
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△38,828 53,122

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,143 △32,647

為替換算調整勘定 △3,064 13,812

その他の包括利益合計 △6,208 △18,834

四半期包括利益 △45,036 34,288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,036 34,288
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。     

   

（セグメント情報）  

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 

（注）セグメント損失と四半期連結損益計算書の営業損失に差異はありません。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。  

  

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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  529,051  190,415  719,467 ─  719,467

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
─  1,472  1,472  △1,472 ─

計  529,051  191,888  720,940  △1,472  719,467

セグメント損失（△）  △10,646  △24,906  △35,553 ─  △35,553

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  522,771  410,799  933,570  －  933,570

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 90  3,832  3,922  △3,922 －

計  522,861  414,631  937,493  △3,922  933,570

セグメント利益  26,648  56,110  82,758  －  82,758

（６）重要な後発事象
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