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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 4,360 31.0 220 ― 221 ― 145 ―
24年3月期第1四半期 3,327 30.5 △17 ― △1 ― △33 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 204百万円 （821.7％） 24年3月期第1四半期 22百万円 （―％）

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 25.98 ―
24年3月期第1四半期 △5.95 ―

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 10,295 4,297 40.9 754.27
24年3月期 10,732 4,121 37.8 726.37
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,211百万円 24年3月期  4,055百万円

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  
25年３月期の期末及び年間の配当につきましては 0～5円での予想としております。 

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 ― 5.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ―       0～5.00                     0～5.00

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) 8,400 9.1 170 161.9 200 180.2 100 378.4 17.91
通期 17,200 2.6 360 58.0 420 48.8 210 63.5 37.61



(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）詳細は、添付資料P．3「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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。 

※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予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は業況
の変化等により異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料2ページを参照して下さい。 

※  注記事項

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 6,158,000 株 24年3月期 6,158,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 574,718 株 24年3月期 574,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,583,282 株 24年3月期1Q 5,583,360 株



   

   

○添付資料の目次

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 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

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    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

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

- 1 -



（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、欧州の景気低迷や円高傾向の継続等の影響から先行きの不透

明感はあるものの、緩やかながら回復しました。 

わが国の工作機械業界、当第１四半期連結累計期間の受注額は、欧州債務問題による設備投資の減少や円高の

影響を受け前年同期比６．６％減となりましたが、北米を中心に年間では堅調な受注が続くことが期待されていま

す。 

こうした環境下、工作機械を主力取扱商品とする当社グループにおいて、欧州では低迷した景気の影響を受け

たものの、アジアや北米では受注・売上とも増加し業績は順調に回復しました。また国内部門も緩やかながら受

注・売上が増加し業績の回復が続きました。 

 上記の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は４３億６千万円（前年同期比３１．０％増）、営業利益は２

億２千万円（前年同期は１千７百万円の営業損失）、経常利益は２億２千１百万円（前年同期は１百万円の経常損

失）、四半期純利益は１億４千５百万円（前年同期は３千３百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントごとの業績は次の通りであります。 

日本 

  工作機械の受注が回復し、当第１四半期連結累計期間の売上高は２７億２千８百万円（前年同期比６．９％増）

となりました。営業利益は、５千６百万円（前年同期は１千４百万円の営業損失）となりました。 

北米 

  自動車メーカー関係向けの受注が回復し、当第１四半期連結累計期間の売上高は５億８千８百万円（前年同期比

７０．０％増）になりました。営業利益は、２千万円（前年同期は０百万円）となりました。 

欧州 

  自動車メーカー関係向けの受注が低迷し、当第１四半期連結累計期間の売上高は８千５百万円（前年同期比２．

４％減）となりました。営業利益は、売上減少となったものの一層の経費削減に努めた結果、０百万円（同６．

６％増）となりました。 

アジア 

  自動車・２輪車メーカー関係向けの受注が増加し、当第１四半期連結累計期間の売上高は９億５千８百万円（同

１８０．９％増）となりました。営業利益は、１億１千万円（前年同期は１千１百万円の営業損失）となりまし

た。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は１０２億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３千

７百万円減少しました。これは主として受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は５９億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億１千３

百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は４２億９千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７千５

百万円増加しました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２５年３月期の通期及び第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、欧州経済の低迷及び円高

の継続等不透明要因も多く、今後も厳しい経済環境が続くものと考えられることから、平成２４年５月１５日に発

表しました業績予想から変更しておりません。  

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

- 2 -



   

（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 

（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） 

 減価償却の変更  

 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、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。 

  なお、この変更による影響額はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

- 3 -



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 2,479,100 2,335,108

受取手形及び売掛金 4,358,197 3,967,608

商品 674,585 900,853

その他 273,941 207,753

流動資産合計 7,785,824 7,411,324

固定資産   

有形固定資産 1,139,575 1,137,656

無形固定資産   

その他 29,479 27,597

無形固定資産合計 29,479 27,597

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 990,821 930,750

貸倒引当金 △43,040 △42,240

投資その他の資産合計 1,777,856 1,718,585

固定資産合計 2,946,911 2,883,839

資産合計 10,732,735 10,295,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,833,574 4,493,419

短期借入金 304,579 302,660

未払法人税等 96,512 23,957

賞与引当金 79,098 21,600

役員賞与引当金 22,000 －

その他 437,490 370,371

流動負債合計 5,773,254 5,212,008

固定負債   

長期借入金 61,114 42,781

役員退職慰労引当金 245,446 254,380

その他 531,567 488,893

固定負債合計 838,127 786,055

負債合計 6,611,382 5,998,063
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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 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,187,401 3,304,561

自己株式 △116,156 △116,156

株主資本合計 3,749,044 3,866,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,788 108,161

土地再評価差額金 393,071 393,071

為替換算調整勘定 △233,362 △156,109

その他の包括利益累計額合計 306,498 345,123

少数株主持分 65,810 85,771

純資産合計 4,121,353 4,297,100

負債純資産合計 10,732,735 10,295,164
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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 3,327,727 4,360,673

売上原価 2,903,484 3,691,634

売上総利益 424,242 669,039

販売費及び一般管理費 441,345 448,311

営業利益又は営業損失（△） △17,102 220,727

営業外収益   

受取利息 189 231

受取配当金 5,460 6,093

受取賃貸料 21,250 17,051

その他 5,359 10,098

営業外収益合計 32,261 33,474

営業外費用   

支払利息 1,753 1,457

不動産賃貸費用 6,668 7,128

債権売却損 3,411 4,015

為替差損 1,782 17,723

その他 2,549 2,165

営業外費用合計 16,163 32,491

経常利益又は経常損失（△） △1,005 221,711

特別利益   

固定資産売却益 － 198

特別利益合計 － 198

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（△）

△1,005 221,909

法人税、住民税及び事業税 8,176 24,718

法人税等調整額 25,262 38,675

法人税等合計 33,438 63,394

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（△）

△34,443 158,515

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,231 13,439

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,212 145,076
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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（△）

△34,443 158,515

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37,102 △38,627

為替換算調整勘定 19,526 84,594

その他の包括利益合計 56,628 45,966

四半期包括利益 22,184 204,482

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,588 183,702

少数株主に係る四半期包括利益 △2,403 20,780
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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  

（単位：千円）  

  

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）  

（単位：千円）

  

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。 

  

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：千円）

  

（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

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 2,552,575  346,114  87,842  341,194  3,327,727

セグメント間の売

上高又は振替高 
 399,822  1,692  795  1,403  403,713

計  2,952,397  347,807  88,637  342,597  3,731,440

セグメント利益又は

損失（△） 
 △14,440  900  526  △11,636  △24,649

損益 金額 

報告セグメント計  △24,649

セグメント間取引消去  7,546

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △17,102

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 2,728,212  588,344  85,735  958,381  4,360,673

セグメント間の売

上高又は振替高 
 624,925  611  347  6,944  632,828

計  3,353,137  588,955  86,083  965,325  4,993,501

セグメント利益  56,939  20,440  561  110,393  188,334

- 8 -



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）  

（単位：千円）

  

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。 

   

損益 金額 

報告セグメント計  188,334

セグメント間取引消去  32,393

四半期連結損益計算書の営業利益  220,727

- 9 -


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	ヘッダー１3: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１10: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	ヘッダー１11: 株式会社トミタ（8147）平成25年３月期 第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


