
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
   

   

   
  

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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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）
（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 10,303 3.1 949 77.4 908 100.5 540 153.2
24年３月期第２四半期 9,993 39.7 535 ― 453 ― 213 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 720百万円( 76.0％) 24年３月期第２四半期 409百万円( ―％)

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 8.24 ―
24年３月期第２四半期 3.25 ―

（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２四半期 24,069 12,788 45.7
24年３月期 23,121 12,306 45.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 10,991百万円 24年３月期 10,547百万円

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 ― 1.00 ― 2.00 3.00

25年３月期 ― 2.00

25年３月期(予想) ― 2.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 25年３月期第２四半期末配当金の内訳 記念配当 1円00銭

普通配当 1円00銭

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

通期 20,500 △2.3 1,910 18.1 1,830 11.7 1,040 11.4 15.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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

(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・修正再表示をご覧ください。

（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２Ｑ 65,781,228株 24年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 161,125株 24年３月期 159,570株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 65,621,107株 24年３月期２Ｑ 65,684,722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２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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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の減速等を背景として、企業収益や設備

投資の回復に陰りがみられ、生産にも減少傾向が現れてまいりました。今後におきましても、欧州や中

国等の海外経済環境の悪化による世界経済の下振れ懸念により、厳しい経営環境が続くことが想定され

ます。 

このような状況のなか、国内工作機械業界におきましては、（社）日本工作機械工業会の当第２四半

期連結累計期間における受注総額は6,302億円となり、前年同累計期間に比較して5.4％減となりまし

た。内需は、1,946億円（前年同累計期間比10.0％減）、外需は4,355億円（前年同累計期間比3.3％

減）となり、外需比率69.1％となっております。 

当社グループにおきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,303百万円となり、前年同累

計期間に比べ、3.1％増となりました。利益につきましては、コスト削減により営業利益949百万円（前

年同累計期間比77.4％増）、経常利益908百万円（前年同累計期間比100.5％増）、四半期純利益540百

万円（前年同累計期間比153.2％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は947百万円増加し、24,069百万円となりました。この増加は、受取手形及び売掛金が1,063百万円減

少したものの、現金及び預金が2,001百万円増加したことによるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ、466百万円増加し、11,281百万円となりました。この増加

は、支払手形及び買掛金、短期借入金がそれぞれ712百万円、227百万円減少したものの長期借入金が

1,396百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ481百万円増加し、12,788百万円となりました。この増加は主に

利益剰余金が409百万円増加したことによるものです。 

  

当社グループにおきましては、当第２四半期の実績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直しを行っ

た結果、平成24年５月15日付「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表いたしまし

た業績予想を変更いたしました。なお、業績予想に関する詳細は、本日発表しました「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（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
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、一部の連結子

会社においては、原則的な方法によっております。 

  

当社は、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。 

  

  

  

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 3,457,953 5,459,333

受取手形及び売掛金 7,251,993 6,188,831

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 914,879 1,068,774

仕掛品 3,738,164 3,617,846

原材料及び貯蔵品 1,122,109 1,091,112

その他 742,515 770,542

貸倒引当金 △113,489 △201,546

流動資産合計 17,214,127 18,094,894

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,558,571 2,651,338

その他（純額） 2,936,505 2,921,513

有形固定資産合計 5,495,077 5,572,852

無形固定資産 12,349 11,049

投資その他の資産   

その他 423,982 414,790

貸倒引当金 △23,980 △24,216

投資その他の資産合計 400,001 390,574

固定資産合計 5,907,428 5,974,475

資産合計 23,121,555 24,069,369

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,435,946 4,723,558

短期借入金 1,243,241 1,015,463

未払法人税等 293,109 327,019

賞与引当金 183,240 185,166

役員賞与引当金 16,000 －

製品保証引当金 112,015 88,187

その他 1,464,637 1,493,349

流動負債合計 8,748,190 7,832,746

固定負債   

長期借入金 1,101,603 2,497,807

退職給付引当金 667,117 658,152

資産除去債務 27,828 27,995

その他 270,119 264,487

固定負債合計 2,066,668 3,448,442

負債合計 10,814,858 11,281,188
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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 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,523 1,568,470

利益剰余金 7,406,261 7,815,564

自己株式 △28,534 △28,646

株主資本合計 11,265,274 11,674,412

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,256 20,834

為替換算調整勘定 △758,026 △703,798

その他の包括利益累計額合計 △717,769 △682,964

少数株主持分 1,759,192 1,796,732

純資産合計 12,306,696 12,788,180

負債純資産合計 23,121,555 24,069,369
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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 9,993,983 10,303,163

売上原価 7,465,818 7,179,957

売上総利益 2,528,164 3,123,206

販売費及び一般管理費 1,992,983 2,173,793

営業利益 535,180 949,413

営業外収益   

受取利息 5,203 4,005

受取配当金 1,825 2,015

仕入割引 19,586 20,583

その他 14,519 37,085

営業外収益合計 41,135 63,689

営業外費用   

支払利息 15,879 19,649

為替差損 82,560 47,306

租税公課 17,606 28,533

その他 7,052 8,902

営業外費用合計 123,099 104,392

経常利益 453,216 908,710

特別損失   

固定資産売却損 21,048 －

投資有価証券評価損 30,302 －

関係会社株式売却損 134,879 －

特別損失合計 186,230 －

税金等調整前四半期純利益 266,986 908,710

法人税等 20,178 276,836

少数株主損益調整前四半期純利益 246,808 631,874

少数株主利益 33,301 91,327

四半期純利益 213,506 540,546
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 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 246,808 631,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 43,570 △19,422

為替換算調整勘定 119,005 108,101

その他の包括利益合計 162,576 88,678

四半期包括利益 409,384 720,552

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 358,739 575,352

少数株主に係る四半期包括利益 50,645 145,200
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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