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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 

  

(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 2,768 △6.5 △62 ― △17 ― 53 △70.8
24年3月期第2四半期 2,959 1.1 257 8.7 281 13.7 184 56.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 9百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △6百万円 （―％）

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 8.25 ―
24年3月期第2四半期 28.16 ―

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2四半期 9,854 7,985 81.0 1,228.01
24年3月期 10,014 8,145 81.3 1,243.07
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,985百万円 24年3月期  8,145百万円

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 ― 21.00 21.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 21.00 21.00

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、対前期増減率）

（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

通期 6,000 5.3 60 △83.0 410 △28.1 380 △0.6 58.28



(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、[添付書類]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。 
なお、上記予想に関する事項は、［添付資料］Ｐ．３「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。 

※  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2Q 6,967,473 株 24年3月期 6,967,473 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 464,443 株 24年3月期 414,743 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,537,324 株 24年3月期2Q 6,552,790 株
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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、年初からの景気持ち直しの動きが一服し、幅広い業種にお

いて生産指数は低下し、個人消費におきましても、エコカー補助金の終了に伴う新車販売の反動減が懸念されるな

ど、全体的に景況感の弱まりが見られます。設備関連におきましても、企業を取り巻く厳しい環境が続くなか、設

備投資に対する積極姿勢は見られず、大きな需要改善は見込めない状況であります。今後の日本経済につきまして

も、復興需要が本格化し、景気を下支えすると見られますものの、円高基調の継続、債務問題を抱える欧州をはじ

めとした海外経済の減速などもあり、先行きについては不透明感を増しております。  

 当社グループにおきましても、在外連結子会社ヨシタケ・ワークス・タイランド株式会社（以下YWT）において

前連結会計年度に被災いたしました洪水被害からの復旧に加え、新工場建設も並行して行うなか、生産体制の確保

に努めてまいりましたが、被災前の水準に復旧するまでには至らず、海外需要の減速などもあり、生産および販売

活動は第１四半期連結累計期間に続き厳しいものとなりました。今後におきましては、生産体制が復旧へと向かう

なか、在庫確保と新工場への移行を着実に進め、受注活動もより活発に行っていきますが、先述いたしました外的

な要因もあり先行きについては予断を許さない状況となっております。 

このような状況のもと、第１四半期連結累計期間に続き厳しい生産、販売体制にあるなか、積極的な提案営業を

展開いたしましたが、連結売上高は27億68百万円（前年同期比6.5％減）となりました。 

損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を強力に推し進めましたが、売上高の減少を受け、経常損失

は17百万円（前年同期は経常利益２億81百万円）、四半期純利益は53百万円（前年同期比70.8％減）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は98億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億59百万円減少しまし

た。主に配当金の支払１億37百万円を計上したことや売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が43百万円減少したこ

となどによります。 

負債は18億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ０百万円減少しました。主にカワキ計測工業株式会社にお

ける土地取得のための長期借入金84百万円および１年内返済予定の長期借入金49百万円を計上しましたが、前連結

会計年度末に未払計上した有形固定資産取得費および製品補償費の支払などによりその他流動負債が１億２百万円

減少したことなどによります。 

純資産は79億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億59百万円減少しました。主に四半期純利益を53百万

円計上しましたが、配当金の支払により利益剰余金が83百万円減少したことおよび為替換算調整勘定が57百万円減

少したことなどによります。 

   

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 

 当期の連結業績予想は、第２四半期までの業績などを踏まえ、平成24年５月18日に公表しました通期業績予想

を、平成24年10月26日に「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり変更しております。概略に

ついては以下のとおりであります。 

平成25年３月期通期連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（修正の理由） 

 平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は既往先への拡販や新規取引先への販路拡大を見込

んでおりますものの、海外需要の減少、景況感の落ち込みなど事業環境に改善が見られないことなどから、当第２

四半期連結累計期間の業績も踏まえ、従来の予想を引き下げております。利益面におきましても、YWTの新工場移

転に伴う一時費用の増加が見込まれることなどから従来予想を下回る見込みとなっております。 

  

 

  

（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） 

当社およ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。 

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失およ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。 

   

   

  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 

前回発表予想（Ａ） 6,100 180 620 530 80.88 

今回修正予想（Ｂ） 6,000 60 410 380 58.28 

増減額（Ｂ－Ａ） △100 △120 △210 △150 － 

増減率（％） △1.6 △66.7 △33.9 △28.3 － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
5,696 353 570 382 58.36 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 2,607,073 1,999,685

受取手形及び売掛金 1,802,837 1,759,135

有価証券 95,000 199,540

商品及び製品 434,692 614,790

仕掛品 443,053 490,489

原材料及び貯蔵品 685,929 756,377

その他 508,034 186,633

流動資産合計 6,576,621 6,006,652

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,947,541 1,942,781

減価償却累計額 △1,473,998 △1,487,714

建物及び構築物（純額） 473,542 455,066

機械装置及び運搬具 1,841,343 2,043,140

減価償却累計額 △1,377,232 △1,395,727

機械装置及び運搬具（純額） 464,111 647,412

土地 464,816 774,003

リース資産 82,783 82,783

減価償却累計額 △42,957 △49,906

リース資産（純額） 39,825 32,876

その他 925,673 1,164,194

減価償却累計額 △783,506 △801,557

その他（純額） 142,166 362,636

有形固定資産合計 1,584,462 2,271,995

無形固定資産   

のれん 9,729 6,949

その他 38,987 32,418

無形固定資産合計 48,717 39,367

投資その他の資産   

投資有価証券 1,436,313 1,170,622

その他 377,151 373,054

貸倒引当金 △8,661 △7,040

投資その他の資産合計 1,804,804 1,536,636

固定資産合計 3,437,984 3,848,000

資産合計 10,014,605 9,854,652



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 697,739 675,464

1年内返済予定の長期借入金 － 49,200

未払法人税等 54,243 43,143

賞与引当金 145,213 137,291

その他 356,444 254,297

流動負債合計 1,253,640 1,159,396

固定負債   

長期借入金 － 84,400

リース債務 27,543 20,188

退職給付引当金 303,598 320,319

役員退職慰労引当金 256,793 256,918

資産除去債務 27,546 27,631

固定負債合計 615,480 709,457

負債合計 1,869,120 1,868,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 4,357,936 4,274,292

自己株式 △333,858 △365,928

株主資本合計 8,590,657 8,474,943

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,202 46,660

繰延ヘッジ損益 4,231 353

為替換算調整勘定 △478,607 △536,159

その他の包括利益累計額合計 △445,173 △489,145

純資産合計 8,145,484 7,985,798

負債純資産合計 10,014,605 9,854,652



（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 2,959,860 2,768,499

売上原価 1,694,427 1,795,365

売上総利益 1,265,432 973,134

販売費及び一般管理費 1,007,671 1,035,471

営業利益又は営業損失（△） 257,761 △62,337

営業外収益   

受取利息 11,361 20,825

受取配当金 2,012 2,254

持分法による投資利益 65,495 105,793

その他 9,825 29,531

営業外収益合計 88,695 158,405

営業外費用   

支払利息 560 1,396

売上割引 5,319 5,132

為替差損 58,572 98,170

その他 707 8,619

営業外費用合計 65,159 113,319

経常利益又は経常損失（△） 281,297 △17,250

特別利益   

受取保険金 － 83,900

特別利益合計 － 83,900

特別損失   

固定資産除売却損 1,256 －

特別損失合計 1,256 －

税金等調整前四半期純利益 280,040 66,650

法人税、住民税及び事業税 105,124 48,114

法人税等調整額 △9,584 △35,427

法人税等合計 95,539 12,687

少数株主損益調整前四半期純利益 184,500 53,962

少数株主利益 － －

四半期純利益 184,500 53,962



（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 184,500 53,962

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,523 17,458

繰延ヘッジ損益 △24,281 △3,878

為替換算調整勘定 △114,717 △51,615

持分法適用会社に対する持分相当額 △21,275 △5,935

その他の包括利益合計 △190,797 △43,971

四半期包括利益 △6,296 9,990

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,296 9,990

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 280,040 66,650

減価償却費 99,816 104,907

のれん償却額 2,779 2,779

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,524 △7,922

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,312 16,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,020 8,375

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,634 △1,621

受取利息及び受取配当金 △13,374 △23,079

支払利息 560 1,396

為替差損益（△は益） 61,887 87,594

持分法による投資損益（△は益） 57,481 48,091

固定資産除売却損益（△は益） 1,256 －

受取保険金 － △83,900

売上債権の増減額（△は増加） 113,075 40,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,310 △310,356

仕入債務の増減額（△は減少） 61,697 △24,865

その他 △14,797 30,717

小計 455,558 △44,191

利息及び配当金の受取額 10,672 34,941

利息の支払額 △560 △1,396

保険金の受取額 － 391,240

製品補償費の支払額 － △44,273

法人税等の支払額 △172,587 △69,435

法人税等の還付額 － 30,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,082 297,799

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △35,399 △35,419

定期預金の払戻による収入 35,068 35,100

有形固定資産の取得による支出 △51,413 △913,425

有形固定資産の売却による収入 11 77

無形固定資産の取得による支出 △600 △1,697

投資有価証券の取得による支出 △803,148 △630

投資有価証券の償還による収入 300,000 100,000

その他の支出 △11,295 △7,627

その他の収入 4,766 4,294

投資活動によるキャッシュ・フロー △562,011 △819,329

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 － △16,400

自己株式の取得による支出 － △32,070

配当金の支払額 △150,592 △137,607

リース債務の返済による支出 △7,291 △7,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,883 △43,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,740 △42,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494,553 △607,115

現金及び現金同等物の期首残高 3,293,525 2,566,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,798,971 1,959,659



該当事項はありません。 

   

   

当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、市場買付けの方法により自己株式を取得することを決議し

普通株式49,700株を取得しました。この結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が32,070千円増加し

ております。   

  

   

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高およ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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

合計 
（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高  2,931,771  28,088  2,959,860

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 9,418  448,465  457,884

計  2,941,189  476,554  3,417,744

セグメント利益  225,694  40,960  266,654

利益 
金額 

（千円） 

報告セグメント計  266,654

のれんの償却額  △2,779

棚卸資産の調整額  △6,113

四半期連結損益計算書の営業利益  257,761



Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高およ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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

   

   

  
日本 

（千円） 
東南アジア 
（千円） 

合計 
（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高  2,765,899  2,600  2,768,499

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 4,211  306,037  310,249

計  2,770,111  308,638  3,078,749

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,326  △74,096  △70,770

利益 
金額 

（千円） 

報告セグメント計  △70,770

のれんの償却額  △2,779

棚卸資産の調整額  11,213

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △62,337
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