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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 12,097 41.9 1,883 446.9 1,841 412.9 853 152.9
24年3月期第2四半期 8,525 50.7 344 ― 359 ― 337 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 911百万円 （181.4％） 24年3月期第2四半期 323百万円 （―％）

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 86.66 ―

24年3月期第2四半期 34.26 ―

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 18,248 8,024 44.0 814.65
24年3月期 18,917 7,241 38.3 735.11

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,024百万円 24年3月期  7,240百万円

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 ― 15.00 15.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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 23,500 29.1 2,410 241.4 2,350 222.2 1,320 101.4 134.01



(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  ：  有  
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 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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） 

※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，四半期財務諸表に対する四
半期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、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３
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」をご覧ください。 

※  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 9,850,000 株 24年3月期 9,850,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 140 株 24年3月期 76 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,849,880 株 24年3月期2Q 9,849,924 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（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）におけるわが国経済は、依然として

厳しい状況にあるものの、東日本大震災からの復興需要を背景として、緩やかに回復しつつありましたが、世界景

気の減速を背景として弱めの動きとなっております。 

  先行きについては、当面弱めの動きが続くものと思われますが、海外経済の状況改善に伴う景気回復が期待され

ています。しかし、海外経済のさらなる下振れや金融資本市場の変動等が、景気を下押するリスクも残っておりま

す。 

  当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、未曾有の円高をはじめとするいわゆる「六重苦」な

どの困難に直面し厳しい状況にありますが、新興国を中心として設備投資は堅調に推移しております。 

  このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の受注高につきましては、自動車業界各社の設備投資が堅調に

推移していることを受け、プレス機械は9,307百万円（前年同四半期比150.5％増）、ＦＡシステム製品は4,484百

万円（前年同四半期比36.6％増）、アフターサービス工事は4,540百万円（前年同四半期比112.6％増）と各々前年

同四半期を大きく上回りました。全体でも18,332百万円（前年同四半期比100.7％増）と前年同四半期を大きく上

回りました。受注残高は前連結会計年度末に比べ6,234百万円増加し23,451百万円となりました。 

  売上高につきましては、プレス機械は4,540百万円（前年同四半期比9.8％増）、ＦＡシステム製品は2,902百万

円（前年同四半期比5.2％増）と前年同四半期並でしたが、アフターサービス工事はタイの洪水の復旧工事があっ

たため4,654百万円（前年同四半期比185.3％増）と前年同四半期を大きく上回りました。全体では12,097百万円

（前年同四半期比41.9％増）となりました。 

  損益面につきましては、タイの洪水の復旧工事の売上もあり、営業利益1,883百万円（前年同四半期比446.9％

増）、経常利益1,841百万円（前年同四半期比412.9％増）と前年同四半期を大きく上回りましたが、四半期純利益

は厚生年金基金からの脱退に伴う脱退時特別掛金841百万円を特別損失として計上したため、853百万円（前年同四

半期比152.9％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ511百万円減少し、15,347百

万円となりました。これは、主に現金及び預金は増加したものの、受取手形及び売掛金、仕掛品が減少したことに

よるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ157百万円減少し、2,901百万円となりました。これは、主に有形固

定資産及び投資有価証券が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,452百万円減少し、10,224百万円となりました。これは、主に短期借

入金及び未払金が減少したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ783百万円増加し、8,024百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が増加したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、未払金の減少、定期預金

の預入による支出、短期借入金の純減少額等の要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、たな卸資

産の減少、定期預金の払戻による収入等により、前連結会計年度末に比べ1,579百万円増加し、当第２四半期連結

会計期間末には6,401百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1,254百万円（前年同四半期比21.1％

減）となりました。これは、主に未払金及び前受金の減少等の要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益

の計上、売上債権及びたな卸資産の減少等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、853百万円（前年同期は171百万円の使

用）となりました。これは、主に定期預金の預入による支出はあったものの、定期預金の払戻による収入があっ

たことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、698百万円（前年同四半期比607.8％増）

となりました。これは、主に短期借入金の純減少額及び配当金の支払額があったことによるものであります。  

   

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 

 当第２四半期連結累計期間の業績は概ね計画どおり進捗しており、平成25年３月期通期の業績予想につきまして

は、平成24年８月３日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。   

   

（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。 

  なお、第１四半期連結会計期間より、H&F Services(Thailand)Co.,Ltd.は重要性が増したため、連結の範囲に含

めております。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。   

   

（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は、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、これによる損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。 

     

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 6,751,037 7,450,713

受取手形及び売掛金 7,377,939 6,867,585

商品及び製品 40,334 43,578

仕掛品 1,118,938 478,390

原材料及び貯蔵品 153,246 136,578

繰延税金資産 9,478 9,701

その他 408,800 361,835

貸倒引当金 △1,070 △870

流動資産合計 15,858,706 15,347,513

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,043,612 1,031,633

機械装置及び運搬具（純額） 470,132 406,887

土地 838,364 838,364

その他（純額） 136,785 138,859

有形固定資産合計 2,488,895 2,415,744

無形固定資産   

のれん 77,739 59,081

その他 41,622 52,573

無形固定資産合計 119,362 111,655

投資その他の資産   

投資有価証券 346,456 259,727

その他 104,772 114,588

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 450,948 374,036

固定資産合計 3,059,206 2,901,436

資産合計 18,917,913 18,248,950



（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 1,398,490 1,440,253

短期借入金 650,000 100,000

未払金 5,358,223 4,673,962

未払費用 935,228 901,969

未払法人税等 72,273 153,897

前受金 1,116,764 836,265

賞与引当金 269,000 265,000

製品保証引当金 287,444 310,798

受注損失引当金 332,516 369,511

その他 188,948 71,815

流動負債合計 10,608,889 9,123,473

固定負債   

退職給付引当金 970,904 1,006,873

役員退職慰労引当金 26,525 31,136

その他 70,348 62,786

固定負債合計 1,067,779 1,100,795

負債合計 11,676,668 10,224,269

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 5,622,736 6,348,367

自己株式 △50 △83

株主資本合計 7,425,085 8,150,684

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,882 △1,332

繰延ヘッジ損益 △94,893 5,815

為替換算調整勘定 △117,330 △130,986

その他の包括利益累計額合計 △184,340 △126,503

新株予約権 500 500

純資産合計 7,241,244 8,024,680

負債純資産合計 18,917,913 18,248,950



（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 8,525,567 12,097,700

売上原価 7,448,502 9,249,828

売上総利益 1,077,064 2,847,871

販売費及び一般管理費 732,742 964,798

営業利益 344,321 1,883,073

営業外収益   

受取利息 2,787 7,048

受取配当金 7,780 5,685

投資有価証券売却益 15,300 －

その他 5,467 1,852

営業外収益合計 31,335 14,586

営業外費用   

支払利息 2,880 1,452

為替差損 6,540 47,442

その他 7,118 6,933

営業外費用合計 16,538 55,828

経常利益 359,118 1,841,830

特別損失   

厚生年金基金脱退拠出金 － 841,104

特別損失合計 － 841,104

税金等調整前四半期純利益 359,118 1,000,726

法人税等 21,636 147,130

少数株主損益調整前四半期純利益 337,482 853,595

四半期純利益 337,482 853,595



（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 337,482 853,595

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,042 △29,215

繰延ヘッジ損益 7,054 100,708

為替換算調整勘定 5,452 △13,656

その他の包括利益合計 △13,535 57,837

四半期包括利益 323,946 911,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 323,946 911,432

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 359,118 1,000,726

減価償却費 162,214 148,255

のれん償却額 21,735 18,657

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 △4,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,601 23,354

受注損失引当金の増減額（△は減少） △144,443 36,995

退職給付引当金の増減額（△は減少） △131 35,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,518 4,611

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,760 △200

受取利息及び受取配当金 △10,568 △12,734

支払利息 2,880 1,452

投資有価証券売却損益（△は益） △15,300 －

固定資産除却損 831 291

投資有価証券評価損益（△は益） 450 －

売上債権の増減額（△は増加） △326,508 698,894

たな卸資産の増減額（△は増加） 84,948 796,544

その他の流動資産の増減額（△は増加） 131,919 △70,851

仕入債務の増減額（△は減少） 248,184 △131,223

未払費用の増減額（△は減少） 70,884 △53,005

未払金の増減額（△は減少） 795,338 △707,054

前受金の増減額（△は減少） 159,465 △450,741

その他の流動負債の増減額（△は減少） 54 △12,527

その他 69,755 △15,508

小計 1,605,987 1,307,903

利息及び配当金の受取額 11,648 10,717

利息の支払額 △2,849 △1,440

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24,215 △62,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,590,571 1,254,788

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 △1,433,916 △1,029,484

定期預金の払戻による収入 1,285,000 1,928,131

投資有価証券の取得による支出 △15,156 △3,595

投資有価証券の売却による収入 18,300 －

有形固定資産の取得による支出 △17,416 △22,721

無形固定資産の取得による支出 △2,054 △9,871

その他 △6,375 △8,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,619 853,987



（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) 

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） － △550,000

自己株式の取得による支出 － △32

配当金の支払額 △97,866 △147,981

その他 △878 △878

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,745 △698,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,597 5,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,325,803 1,415,542

現金及び現金同等物の期首残高 2,587,091 4,822,306

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 163,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,912,895 6,401,666



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

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）及び当第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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

   

 該当事項はありません。  

（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

（７）重要な後発事象
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