
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期報告書提出予定日  平成24年11月14日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

                  (百万円未満切捨)

（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２四半期  3,236  7.1  149  237.3  138  261.3  125  286.2

24年３月期第２四半期  3,021  16.6  44 －  38  －  32 －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 128百万円（ ％） 399.4   24年３月期第２四半期 25百万円 （ ％） －

  
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２四半期  5.36 －

24年３月期第２四半期  1.39 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  5,723  1,749  30.6

24年３月期  5,608  1,621  28.9

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 1,749百万円   24年３月期 1,621百万円 

  
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  － 0.00   

25年３月期（予想）     － 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、対前期増減率）

  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

通期  6,196  △2.2  225  95.4  194  107.3  159  19.7  6.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

連結業績予想の修正については、本日（平成24年10月29日）公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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        ： 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

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、（添付資料）２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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 23,550,000株 24年３月期 23,550,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 30,632株 24年３月期 30,532株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 23,519,418株 24年３月期２Ｑ 23,520,451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。

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。なお、業績予想

に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)２ページ「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」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、引き続き東日本大震災の復興需要で緩やかな回復傾向に

あるものの、依然として続いている円高やデフレ基調など日本経済を取り巻く環境はリスクを抱えた厳しい状

況が続いております。また海外においても近隣諸国との領土問題による輸出産業への影響や長期化している欧

州債務問題、中国経済成長の鈍化など引き続きわが国経済の先行きに不透明感をもたらしております。 

このような状況のもとで当社グループは、「お客様とともに技術を拓くベストパートナー」を目指し、他社

との差別化を図りながら販売強化に努めてまいりました。その結果、第１四半期に引き続き自動車関連製品の

受注増に繋がり、売上高、利益とも順調に推移しました。 

 当第２四半期累計売上額につきましては、射出成形機は1,596百万円（前年同期比3.2％増）、プレス機は349

百万円（前年同期比1.5％増）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は3,236百万円（前年同期比7.1％

増）となりました。このうち国内売上高は1,349百万円（前年同期比6.5％増）、海外売上高は1,886百万円（前

年同期比7.5％増）となり、連結売上高に占める海外売上高は58.3％となりました。 

 当第２四半期の利益面については、大型機の出荷台数増や変動費改善活動等を徹底した結果、経常利益は138

百万円、四半期純利益は125百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期における総資産は、5,723百万円となりました。前期末に比べ115百万円増加しました。流動資産

は、現金・預金の増加等により、前期末に比べ151百万円増加の4,533百万円となりました。固定資産は、減価償

却等により、前期末に比べ36百万円減少の1,190百万円となりました。負債は、仕入債務の減少等により、前期

末に比べ12百万円減少の3,973百万円となりました。純資産は、四半期純利益の計上等により、前期末に比べ128

百万円増加の1,749百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成24年５月７

日公表の予想を修正しました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「平成25年３月期第２

四半期累計期間業績予想数値と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

   

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、これによる当第２四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。 

   

   

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



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 519,815 717,391

受取手形及び売掛金 1,933,334 1,864,448

製品 146,072 14,393

仕掛品 532,739 823,862

原材料及び貯蔵品 1,179,471 1,062,674

その他 71,891 52,416

貸倒引当金 △1,909 △1,951

流動資産合計 4,381,414 4,533,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 689,831 668,863

機械装置及び運搬具（純額） 188,782 169,316

土地 219,035 219,035

その他（純額） 46,593 48,211

有形固定資産合計 1,144,243 1,105,427

無形固定資産 33,169 37,786

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675

その他 47,147 45,218

貸倒引当金 △3,646 △3,920

投資その他の資産合計 49,176 46,972

固定資産合計 1,226,590 1,190,186

資産合計 5,608,004 5,723,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,469 1,433,436

短期借入金 1,250,000 1,370,000

未払法人税等 27,531 23,723

引当金 52,741 52,703

その他 387,680 329,448

流動負債合計 3,253,422 3,209,311

固定負債   

退職給付引当金 711,219 738,652

その他 21,699 25,605

固定負債合計 732,918 764,258

負債合計 3,986,340 3,973,570



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 3,008,500

資本剰余金 625,270 625,270

利益剰余金 △1,987,015 △1,861,059

自己株式 △6,841 △6,847

株主資本合計 1,639,913 1,765,863

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 － 4,696

為替換算調整勘定 △18,249 △20,709

その他の包括利益累計額合計 △18,249 △16,012

純資産合計 1,621,663 1,749,850

負債純資産合計 5,608,004 5,723,420



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,021,885 3,236,136

売上原価 2,282,067 2,428,964

売上総利益 739,818 807,172

販売費及び一般管理費 695,623 658,105

営業利益 44,194 149,066

営業外収益   

受取利息 96 71

受取配当金 146 146

仕入割引 165 180

為替差益 1,654 －

受取賃貸料 3,028 3,359

その他 5,000 4,268

営業外収益合計 10,091 8,026

営業外費用   

支払利息 14,671 12,641

為替差損 － 4,847

その他 1,241 944

営業外費用合計 15,912 18,432

経常利益 38,373 138,660

特別利益   

固定資産売却益 416 2,145

退職給付制度改定益 9,178 －

特別利益合計 9,594 2,145

特別損失   

固定資産除売却損 2,159 376

特別損失合計 2,159 376

税金等調整前四半期純利益 45,808 140,429

法人税、住民税及び事業税 13,190 14,473

法人税等合計 13,190 14,473

少数株主損益調整前四半期純利益 32,618 125,955

四半期純利益 32,618 125,955



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,618 125,955

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 － 4,696

為替換算調整勘定 △6,950 △2,459

その他の包括利益合計 △6,950 2,237

四半期包括利益 25,667 128,193

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 25,667 128,193



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。    

   

（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）重要な後発事象
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