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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 8,328 26.5 679 61.3 399 1.2 286 △17.4
24年3月期第1四半期 6,581 34.6 421 ― 394 ― 346 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 236百万円 （△15.2％） 24年3月期第1四半期 279百万円 （―％）

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 14.40 14.32
24年3月期第1四半期 16.55 ―

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 41,892 21,255 50.2 1,057.29
24年3月期 40,511 21,138 51.7 1,053.16
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  21,031百万円 24年3月期  20,949百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

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) 15,000 7.9 550 △34.9 550 △4.4 500 6.4 25.14
通期 29,600 △2.2 1,000 △27.1 1,000 △35.0 900 △35.7 45.24



(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」をご覧下さい。 

(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きが実施中です。 

※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主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」をご覧下さい。 

※  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 22,272,000 株 24年3月期 22,272,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,379,834 株 24年3月期 2,379,834 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,892,166 株 24年3月期1Q 20,950,466 株



  

  

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 …………………………………………………３ 

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

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）セグメント情報等 ……………………………………………………………………８ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  

○添付資料の目次

日精樹脂工業㈱ (6293)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経営環境は、東日本大震災から回復局面を迎えているものの、

依然として先行き不透明な状況が継続しております。  

当社グループの属する射出成形機業界におきましては、中国をはじめとした東アジアを中心に海外

需要が堅調に推移し、国内につきましても堅調に推移しましたが、欧州債務問題の深刻化および慢性

的な円高が企業収益を圧迫するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、主力である射出成形

機売上高が国内およびアジア市場を中心に堅調に推移したことにより売上高合計は83億２千８百万円

（前年同四半期比26.5％増）となりました。製品別売上高につきましては、射出成形機売上高が64億

４百万円（前年同四半期比31.9％増）と増加したことに伴い、周辺機器の売上高が６億４千６百万円

（同33.1％増）と増加し、部品売上高は９億６千５百万円（同2.2％減）と横ばいとなりました。ま

た、金型等の売上高につきましても、３億１千１百万円（同23.3％増）となりました。利益面につき

ましては、射出成形機や周辺機器の売上高が増加したことから、営業利益６億７千９百万円（前年同

四半期比61.3％増）となりました。一方、円高による為替差損３億１千４百万円を計上したことなど

により、経常利益は３億９千９百万円（前年同四半期比1.2％増）となり、これらの結果、四半期純利

益は２億８千６百万円（同17.4％減）となりました。 

  

  なお、セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①日本 

自動車関連や電子部品関連での需要が堅調だったことから売上高（外部売上高）は43億６千３百万

円（前年同四半期比14.8％増）、また営業利益は３億７千７百万円（同76.2％増）となりました。 

 ②アメリカ地域 

自動車関連等を中心に需要が堅調であったことから売上高（外部売上高）は14億６千４百万円（前

年同四半期比37.9％増）となりましたが、営業利益は８千２百万円（同21.2％減）となりました。 

 ③アジア地域 

中国をはじめとする東アジア地域及びタイ、インドネシアなど東南アジア地域でＯＡ・通信関連が

好調だったことなどから売上高（外部売上高）は25億円（前年同四半期比45.6％増）、また営業利益

は１億５千２百万円（同151.5％増）となりました。 

  

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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当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ13億８千１百万円増加し、418

億９千２百万円となりました。主たる増加要因は、売上高増加に伴う現金及び預金の増加16億１千３

百万円および生産量増加に伴う仕掛品の増加２億３千４百万円であり、主たる減少要因は、商品及び

製品の減少４億６千９百万円であります。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ12億６千４百万円増加し、206億３千７百万円となりました。

主たる増加要因は生産量増加に伴う支払手形及び買掛金の増加９億３千１百万円および短期借入金の

増加５億９千１百万円であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ１億１千７百万円増加し、212億５千５百万円となりまし

た。主たる増加要因は利益剰余金の増加１億６千７百万円であります。 

  

当期の業績予想につきましては、本資料の開示時点において、平成24年５月11日に公表した各予想値

を修正しておりません。今後、受注状況や環境要因の変化等を勘案し、業績予想の修正が必要と判断さ

れる場合には、可及的速やかに開示することといたします。 

当社グループといたしましては、磐石な黒字経営体制の構築を図るため、製造・調達・販売各部門の

グローバルな運営体制のもと、創業の原点への回帰と省エネ意識を徹底し、収益性を重視した経営を行

ってまいります。 

  

特定子会社につきましては、該当事項はありません。 

なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては、以下のとおりであります。 

（アジア地域） 

タイ及び東南アジア地域における射出成形機事業の拡充を図るため、タイに生産子会社「ニッセイ

プラスチックマシナリー(タイランド)CO.,LTD.」を新規設立し、連結子会社としております。 

この結果、平成24年６月30日現在では、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、当社、連

結子会社11社及び非連結子会社２社により構成されることとなりました。 

  

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。 

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損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：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 7,456 9,070

受取手形及び売掛金 10,432 10,545

商品及び製品 4,738 4,269

仕掛品 1,462 1,697

原材料及び貯蔵品 3,411 3,367

未収入金 2,945 2,880

その他 593 639

貸倒引当金 △231 △224

流動資産合計 30,808 32,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,677 2,630

機械装置及び運搬具（純額） 320 468

土地 4,340 4,336

その他 865 825

有形固定資産合計 8,203 8,260

無形固定資産 590 535

投資その他の資産

投資有価証券 639 573

その他 296 305

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 908 851

固定資産合計 9,702 9,647

資産合計 40,511 41,892

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,314 13,246

短期借入金 1,200 1,791

未払法人税等 189 121

引当金 254 333

その他 1,871 1,759

流動負債合計 15,829 17,251

固定負債

退職給付引当金 2,755 2,807

その他 787 578

固定負債合計 3,542 3,385

負債合計 19,372 20,637
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(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 5,362 5,362

資本剰余金 5,488 5,488

利益剰余金 11,815 11,982

自己株式 △1,141 △1,141

株主資本合計 21,524 21,691

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77 38

為替換算調整勘定 △652 △698

その他の包括利益累計額合計 △575 △659

新株予約権 24 24

少数株主持分 164 199

純資産合計 21,138 21,255

負債純資産合計 40,511 41,892
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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：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 6,581 8,328

売上原価 4,787 6,221

売上総利益 1,793 2,106

販売費及び一般管理費 1,372 1,426

営業利益 421 679

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 6 6

その他 48 36

営業外収益合計 60 47

営業外費用

支払利息 20 10

為替差損 67 314

その他 0 2

営業外費用合計 87 327

経常利益 394 399

税金等調整前四半期純利益 394 399

法人税等 43 65

少数株主損益調整前四半期純利益 351 334

少数株主利益 4 47

四半期純利益 346 286
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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：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 351 334

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9 △39

為替換算調整勘定 △62 △57

その他の包括利益合計 △72 △97

四半期包括利益 279 236

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 281 201

少数株主に係る四半期包括利益 △2 35
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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 

 
  

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) 

 
  

３．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

日本 アメリカ地域 アジア地域

売上高

  外部顧客への売上高 3,801 1,061 1,717 6,581

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,516 1 470 2,989

計 6,318 1,063 2,188 9,570

セグメント利益 214 105 60 380

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 380

セグメント間取引消去 41

四半期連結損益計算書の営業利益 421
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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 

 
  

２．報告セグメントの利益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) 

 
  

３．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。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

日本 アメリカ地域 アジア地域

売上高

  外部顧客への売上高 4,363 1,464 2,500 8,328

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

3,273 ― 574 3,847

計 7,637 1,464 3,074 12,175

セグメント利益 377 82 152 613

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 613

セグメント間取引消去 66

四半期連結損益計算書の営業利益 679

（５）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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