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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 61,231 17.4 4,729 71.6 4,093 101.9 3,255 121.6

24年３月期第２四半期 52,161 38.8 2,756 ― 2,027 ― 1,468 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 579百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △2,101百万円( ―％)

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 29.26 ―

24年３月期第２四半期 13.20 ―

（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 179,689 83,877 46.3

24年３月期 178,361 83,750 46.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 83,218百万円 24年３月期 83,100百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

25年３月期 ― 4.00

25年３月期(予想) ― 4.00 8.00

(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）

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 112,000 1.4 7,000 20.5 6,500 28.8 5,500 48.7 49.44

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

（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 119,944,543株 24年３月期 119,944,543株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 8,691,447株 24年３月期 8,690,111株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 111,253,789株 24年３月期２Ｑ 111,259,756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。業績予想に関する事項については、添付資料３ページ
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は612億31百万円(前年同期比17.4%増)、営業利益

47億29百万円(前年同期比71.6%増)、経常利益40億93百万円(前年同期比101.9%増)、純利益32億55百万

円(前年同期比121.6%増)となりました。

また業績予想と実績に差異が生じました。開示文書をご覧ください。

報告セグメント別の受注状況は以下のとおりです。

(当社報告セグメントはグループの販売体制をもとに構成しています。詳細については10ページを参

照ください。)

セグメントⅠ (「個別」および国内関連子会社 )

牧野フライス製作所の上期(4-9月期)国内受注は、自動車、建機、産業機械などから横形マシニング

センタのまとまった発注がありました。しかし足元の受注状況は、自動車向け設備投資が一服してお

り、建機は中国市場の影響などにより一時の勢いがなく、前年同期に比べて横ばいとなりました。

下期(10-3月期)の国内受注は、期初には緩やかな回復が継続すると見込んでおりましたが、むしろ減

速が始まっていると考えております。

11月1日から「日本国際工作機械見本市(JIMTOF2012)」が開催されます。当社展示の中心には、横形

マシニングセンタa1nxシリーズを据え、非切削時間の短縮によるサイクルタイムの大幅な削減を訴求し

ます。そして小物アルミダイカスト部品加工の生産性を飛躍的に高める極めて小型の横形マシニングセ

ンタN2、一般プレス金型と部品加工を対象とするワイヤ放電加工機U3などの新製品を投入して新規市場

を開拓します。

セグメントⅡ ( MAKINO ASIA PTE LTD )

アジア子会社の上期(4-9月期)受注は過去 高額となりました。

中国では、インフレ抑制策である金融引き締めが徐々に緩和され、企業規模の小さな現地メーカから

の受注が緩やかに回復しました。マキノアジア社が開発製造する放電加工機と立形マシニングセンタが

受注の中心です。自動車やIT産業では、外資系メーカからの横形マシニングセンタの発注が売上に大き

く寄与しました。

下期(10-3月期)受注は、自動車や建機などの販売の落ち込みもあり、設備投資の勢いが大幅に減速す

ると考えています。

当社が重要視しているインド市場は、国際金融不安の影響を受け回復には暫く時間が必要になると考

えます。

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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セグメントⅢ ( MAKINO INC. )

9月に開催された「国際製造技術展(IMTS2012)」では、アメリカ工作機械ユーザの産業競争力復活に

賭ける意気込みと自信を充分に感じることが出来ました。アメリカの経済指標は良い傾向を示しており

ませんが、自動車、航空機など多くの製造分野に力強さがあります。

下期(10-3月期)受注は、引き続き高い水準で推移するものと考えます。

セグメントⅣ ( MAKINO Europe GmbH )

ユーロ安により欧州工作機械メーカとの厳しい競合状態が続いております。

当社はニッチ市場向けの特長的な製品を有することで 低限の受注を維持しています。航空機部品向

けの大型マシニングセンタあるいは微細精密加工向けのマシニングセンタが主力です。

欧州経済は低迷しておりますが、下期(10-3月期)受注は低水準ながら若干上向くと考えています。

通期業績予想について

上期は予想を上回りましたが、足元の受注減速や大型機あるいは新規開発をともなうため、納期を要

する案件が多くなっています。期初の業績予想(売上1,120億円、営業利益70億円)については据え置く

こととしました。

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ13億28百万円増加し、1,796

億89百万円となりました。主な増減としては受取手形及び売掛金43億42百万円の増加、投資有価証券18

億84百万円の減少などが挙げられます。

負債につきましては、短期借入金21億65百万円の増加、支払手形及び買掛金14億29百万円の減少など

により、前連結会計年度末に比べ12億１百万円増加し、958億12百万円となりました。

また、純資産につきましては、利益剰余金28億19百万円の増加、為替換算調整勘定14億76百万円の減

少などにより、前連結会計年度末に比べ１億26百万円増加し、838億77百万円となりました。

通期の連結業績予想につきましては、前回公表値（平成24年４月27日公表）を修正しておりません。

（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。

法人税等の計上基準など一部簡便的な方法を採用しております。

(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。この変更による損益への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：百万円)

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 28,935 29,340

受取手形及び売掛金 31,071 35,414

有価証券 1,000 999

商品及び製品 16,115 17,773

仕掛品 14,652 12,970

原材料及び貯蔵品 18,420 18,273

繰延税金資産 2,032 2,131

その他 3,907 2,678

貸倒引当金 △731 △673

流動資産合計 115,404 118,908

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,326 20,793

機械装置及び運搬具（純額） 3,229 3,348

工具、器具及び備品（純額） 2,007 2,440

土地 14,865 14,760

リース資産（純額） 2,111 2,023

建設仮勘定 166 375

有形固定資産合計 43,706 43,740

無形固定資産

その他 985 1,019

無形固定資産合計 985 1,019

投資その他の資産

投資有価証券 13,183 11,299

長期貸付金 626 601

繰延税金資産 840 765

その他 4,086 3,812

貸倒引当金 △471 △457

投資その他の資産合計 18,265 16,020

固定資産合計 62,957 60,781

資産合計 178,361 179,689
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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 21,896 20,467

短期借入金 4,211 6,376

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内返済予定の長期借入金 3,075 4,950

リース債務 497 518

未払法人税等 819 777

その他 12,681 13,433

流動負債合計 43,181 56,523

固定負債

社債 30,000 20,000

長期借入金 13,172 12,029

リース債務 2,166 2,017

繰延税金負債 3,766 3,146

退職給付引当金 499 313

役員退職慰労引当金 31 36

負ののれん 64 52

その他 1,727 1,692

固定負債合計 51,429 39,289

負債合計 94,611 95,812

純資産の部

株主資本

資本金 19,263 19,263

資本剰余金 32,595 32,595

利益剰余金 36,887 39,706

自己株式 △4,777 △4,777

株主資本合計 83,969 86,787

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,585 4,346

繰延ヘッジ損益 △2 11

為替換算調整勘定 △6,451 △7,927

その他の包括利益累計額合計 △869 △3,569

少数株主持分 649 658

純資産合計 83,750 83,877

負債純資産合計 178,361 179,689
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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：百万円)

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 52,161 61,231

売上原価 37,821 43,745

売上総利益 14,339 17,486

販売費及び一般管理費 11,583 12,757

営業利益 2,756 4,729

営業外収益

受取利息及び配当金 152 130

その他 132 280

営業外収益合計 285 410

営業外費用

支払利息 411 451

為替差損 404 539

その他 197 55

営業外費用合計 1,014 1,046

経常利益 2,027 4,093

特別利益

固定資産売却益 29 49

特別利益合計 29 49

特別損失

投資有価証券評価損 － 31

特別損失合計 － 31

税金等調整前四半期純利益 2,056 4,111

法人税等 564 829

少数株主損益調整前四半期純利益 1,492 3,282

少数株主利益 23 26

四半期純利益 1,468 3,255
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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：百万円)

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 1,492 3,282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,016 △1,239

繰延ヘッジ損益 51 14

為替換算調整勘定 △2,629 △1,477

その他の包括利益合計 △3,594 △2,702

四半期包括利益 △2,101 579

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,122 555

少数株主に係る四半期包括利益 20 24
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

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 2,056 4,111

減価償却費 1,626 1,785

のれん償却額 △11 △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △167 △40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △279 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 △57

受取利息及び受取配当金 △152 △130

支払利息 411 451

為替差損益（△は益） 87 168

投資有価証券評価損益（△は益） － 31

有形固定資産売却損益（△は益） △29 △49

売上債権の増減額（△は増加） △1,003 △5,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,791 △908

仕入債務の増減額（△は減少） △979 △284

その他 672 2,465

小計 △5,530 2,185

利息及び配当金の受取額 153 132

利息の支払額 △413 △449

法人税等の支払額 △692 △826

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,482 1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 0 △265

有形固定資産の取得による支出 △1,831 △2,262

有形固定資産の売却による収入 143 105

その他 △172 △158

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,861 △2,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,232 2,425

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △464 △249

長期借入れによる収入 － 2,300

長期借入金の返済による支出 △1,472 △1,535

自己株式の取得による支出 △2 △0

子会社の自己株式の取得による支出 － △14

配当金の支払額 △440 △442

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,148 2,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,158 △803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,651 140

現金及び現金同等物の期首残高 36,604 27,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,952 28,028
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該当事項はありません。

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

当社グループの主な事業は工作機械の製造販売であります。製造は日本、アジアで行なっており、販

売は海外の重要拠点に子会社を展開して、グローバルな販売活動を行なっております。従いまして、当

社グループは下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの販売体制を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されて

おります。

報告セグメントⅠ．は、主として牧野フライス製作所が担当するセグメントであり、主たる地域は日

本、韓国、中国、大洋州、ロシア、ノルウェイ、イギリス及びセグメントⅡ、Ⅲ、Ⅳに含まれないすべ

ての地域です。さらに、国内関係子会社を含んでおります。

報告セグメントⅡ．はMAKINO ASIA PTE LTD(シンガポール)が担当するセグメントであり、主たる地

域は中国、ASEAN諸国、インドです。

報告セグメントⅢ．は、MAKINO INC.(アメリカ Ohio州Mason)が担当しているセグメントで、南北ア

メリカのすべての国です。

報告セグメントⅣ．は、MAKINO Europe GmbH （ドイツ Hamburg）が担当するセグメントであり、ヨ

ーロッパ大陸（ノルウェイを除く）のすべての国です。

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）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

1.外部顧客に対する
25,039 13,272 9,546 4,302 52,161

売上高

2.セグメント間の内部
16,871 3,292 81 86 20,333

売上高又は振替高

計 41,911 16,565 9,627 4,388 72,494

セグメント利益 1,164 988 316 98 2,568

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 2,568

未実現利益の消去他 187

四半期連結損益計算書の営業利益 2,756
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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)

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。

報告セグメント

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

1.外部顧客に対する
19,853 21,639 16,144 3,594 61,231

売上高

2.セグメント間の内部
26,839 2,863 93 81 29,878

売上高又は振替高

計 46,692 24,502 16,237 3,676 91,109

セグメント利益又は損失
（△）

3,037 1,458 654 △240 4,909

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 4,909 

未実現利益の消去他 △179 

四半期連結損益計算書の営業利益 4,729

（６）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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１．受注の状況

２．販売の状況

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

受注高 （百万円未満切捨て）

セグメントの名称

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

前年同四半期比

金額 比率（%） 比率（%）

Ⅰ 20,489 34.5 -29.2
Ⅱ 21,346 35.9 +27.8
Ⅲ 14,063 23.7 +1.4
Ⅳ 3,528 5.9 -28.4

合計 59,427 100.0 -7.7
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。

受注残高 （百万円未満切捨て）

セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間末

平成24年 ９月 30日
前年同四半期比

金額 比率（%） 比率（%）

Ⅰ 14,126 34.9 +8.9
Ⅱ 13,024 32.1 +9.8
Ⅲ 8,947 22.1 -27.6
Ⅳ 4,431 10.9 +30.5

合計 40,529 100.0 -0.1
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。

販売実績 （百万円未満切捨て）

セグメントの名称

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

前年同四半期比

金額 比率（%） 比率（%）

Ⅰ 19,853 32.4 -20.7
Ⅱ 21,639 35.3 +63.0
Ⅲ 16,144 26.4 +69.1
Ⅳ 3,594 5.9 -16.4

合計 61,231 100.0 +17.4
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。
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