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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 9,189 19.4 355 448.1 355 398.4 208 896.3
24年3月期第2四半期 7,698 24.4 64 △13.6 71 △18.7 20 △38.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 157百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △14百万円 （―％）

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 37.30 ―
24年3月期第2四半期 3.74 ―

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 9,285 4,250 44.8 745.10
24年3月期 10,732 4,121 37.8 726.37
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,160百万円 24年3月期  4,055百万円

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  ：  有  
 

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 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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 17,200 2.6 360 58.0 420 48.8 210 63.5 37.61



(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)詳細は、添付資料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」をご覧下さい。 

(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予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は業況
の変化等により異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページを参照して下さい。 

※  注記事項

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 6,158,000 株 24年3月期 6,158,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 574,718 株 24年3月期 574,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,583,282 株 24年3月期2Q 5,583,360 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経済は、東日本大震災の復興需要等により景気回復の兆しがあったも

のの、欧州の債務問題を原因とする景気低迷や中国経済の成長鈍化等の影響により景気は足元で停滞する状況とな

りました。 

  わが国の工作機械業界は、当第２四半期連結累計期間において、外需は前年同期比１．２％増加したものの内需

は１４．７％減少し、受注額合計は前年同期比４．１％減少しました。 

  こうした環境下、工作機械を主力取扱商品とする当社グループにおいて、海外部門では北米及びアジア向け輸出

が好調で前年同期比売上・利益とも増加、国内部門では経費節減等に努めた結果、利益が増加しました。 

  上記の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は９１億８千９百万円（前年同期比１９．４％増）、営業利益

は３億５千５百万円（同４４８．１％増）、経常利益は３億５千５百万円（同３９８．４％増）、四半期純利益は

２億８百万円（同８９６．３％増）となりました。 

セグメントごとの業績は次の通りであります。 

日本 

  工作機械の受注が増加せず、当第２四半期連結累計期間の売上高は５５億６千８百万円（同２．２％減）となり

ました。営業利益は経費の削減等に努め、１億４千７百万円（同２５１．４％増）となりました。 

北米 

  自動車メーカー関係向けの受注が回復・増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は１５億３千８百万円（同

１１０．２％増）となりました。営業利益は５千万円（同９８７．７％増）となりました。 

欧州 

  自動車メーカー向けの受注が増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は１億５千４百万円（同１．７％増）

となりました。営業利益は、さらなる経費削減に努め、１百万円（前年同期は８百万円の営業損失）となりまし

た。 

アジア 

  自動車・２輪車メーカー向けの受注が大幅に増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は１９億２千８百万円

（前年同期比７１．８％増）となりました。営業利益は１億２千６百万円（同４８４．９％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総資産は９２億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１４億４千

６百万円減少しました。これは、主として受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は５０億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１５億７千

６百万円減少しました。これは、主として支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は４２億５千万円となり前連結会計年度末に比べ１億２千９百万円

増加しました。これは、主として利益剰余金の増加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キャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比

べ１億７千９百万円減少し、２１億９千４百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、２億１百万円の支出となりました。これは主として仕入債務の減少によ

るものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億６百万円の収入となりました。これは、主として定期預金の減少に

よるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、８千８百万円の支出となりました。これは主として長期借入金の返済に

よるものであります。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しにつきましては、わが国経済がおかれた厳しい環境、長期化する円高、欧州の債務・金融問題によ

る景気低迷、中国の成長鈍化など、経営環境の厳しさは予断を許さない状況にあります。当社グループは引き続

き、国内においては地域密着型営業の徹底、ユーザーの技術部門等への提案営業及び新規設備投資が活発な業界へ

のアプローチ強化を行ない。海外においてもアジアを中心として投資の継続による収益機会獲得の増加等、売上増

加へのあらゆる努力と経費削減を継続的に行い収益改善に努めてまいります。 

 平成２５年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成２４年１１月１３日に発表しました業績予想の修正

に関するお知らせをご覧ください。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

１．当四半期決算に関する定性的情報
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り、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

   

   

（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） 

 減価償却の変更  

 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、この変更による影響額はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 2,479,100 2,199,656

受取手形及び売掛金 4,358,197 3,644,891

商品 674,585 389,510

その他 273,941 232,613

流動資産合計 7,785,824 6,466,671

固定資産   

有形固定資産 1,139,575 1,131,686

無形固定資産   

その他 29,479 28,772

無形固定資産合計 29,479 28,772

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 990,821 852,213

貸倒引当金 △43,040 △23,540

投資その他の資産合計 1,777,856 1,658,748

固定資産合計 2,946,911 2,819,207

資産合計 10,732,735 9,285,879

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,833,574 3,516,583

短期借入金 304,579 285,104

未払法人税等 96,512 83,506

賞与引当金 79,098 52,200

役員賞与引当金 22,000 －

その他 437,490 349,691

流動負債合計 5,773,254 4,287,086

固定負債   

長期借入金 61,114 24,448

役員退職慰労引当金 245,446 254,549

その他 531,567 469,183

固定負債合計 838,127 748,180

負債合計 6,611,382 5,035,266
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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 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,187,401 3,367,759

自己株式 △116,156 △116,156

株主資本合計 3,749,044 3,929,403

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,788 69,083

土地再評価差額金 393,071 393,071

為替換算調整勘定 △233,362 △231,443

その他の包括利益累計額合計 306,498 230,712

少数株主持分 65,810 90,496

純資産合計 4,121,353 4,250,612

負債純資産合計 10,732,735 9,285,879
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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 7,698,890 9,189,980

売上原価 6,726,241 7,938,815

売上総利益 972,648 1,251,164

販売費及び一般管理費 907,729 895,337

営業利益 64,918 355,826

営業外収益   

受取利息 951 980

受取配当金 6,576 7,205

受取賃貸料 37,509 34,164

その他 11,883 22,582

営業外収益合計 56,919 64,933

営業外費用   

支払利息 3,480 2,837

不動産賃貸費用 13,098 13,688

為替差損 22,452 34,824

債権売却損 6,313 7,170

その他 5,111 6,498

営業外費用合計 50,456 65,020

経常利益 71,382 355,739

特別利益   

固定資産売却益 681 519

特別利益合計 681 519

特別損失   

投資有価証券売却損 500 －

投資有価証券評価損 － 3,039

特別損失合計 500 3,039

税金等調整前四半期純利益 71,563 353,219

法人税、住民税及び事業税 40,012 95,269

法人税等調整額 5,847 24,900

法人税等合計 45,859 120,170

少数株主損益調整前四半期純利益 25,703 233,049

少数株主利益 4,799 24,774

四半期純利益 20,904 208,275
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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 25,703 233,049

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,236 △77,705

為替換算調整勘定 4,845 2,650

その他の包括利益合計 △40,390 △75,054

四半期包括利益 △14,687 157,994

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,387 132,489

少数株主に係る四半期包括利益 2,700 25,504
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（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 71,563 353,219

減価償却費 17,942 17,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,188 8,833

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,130 △26,898

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △22,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,050 △19,500

受取利息及び受取配当金 △7,527 △8,186

支払利息 3,480 2,837

為替差損益（△は益） 9,574 2,327

投資有価証券売却損益（△は益） 500 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,039

固定資産除売却損益（△は益） △681 △519

売上債権の増減額（△は増加） △625,114 716,903

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,156 287,537

仕入債務の増減額（△は減少） 430,267 △1,324,068

前渡金の増減額（△は増加） △72,740 △925

前受金の増減額（△は減少） 36,687 △98,920

未収消費税等の増減額（△は増加） 22,349 18,611

その他 △32,677 △9,424

小計 △83,211 △99,470

利息及び配当金の受取額 7,527 8,186

利息の支払額 △3,377 △2,818

法人税等の支払額 △99,865 △107,701

営業活動によるキャッシュ・フロー △178,926 △201,804

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） － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △10,066 △5,648

有形固定資産の売却による収入 681 542

投資有価証券の取得による支出 △5,569 △5,703

投資有価証券の売却による収入 2,000 －

貸付金の回収による収入 920 830

その他 2,286 16,855

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,748 106,875

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △20,630

長期借入金の返済による支出 △94,838 △36,666

配当金の支払額 △27,916 △27,916

少数株主への配当金の支払額 △840 △819

その他 △2,599 △2,599

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,194 △88,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,057 4,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △326,927 △179,443

現金及び現金同等物の期首残高 2,325,727 2,374,100

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,998,799 2,194,656
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（セグメント情報）  

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  

（単位：千円）  

  

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）  

（単位：千円）

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  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

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 5,692,801  731,909  152,162  1,122,017  7,698,890

セグメント間の売

上高又は振替高 
 697,733  2,070  1,173  5,482  706,460

計  6,390,534  733,979  153,335  1,127,500  8,405,350

セグメント利益又は

損失（△） 
 42,005  4,679  △8,107  21,545  60,123

利益 金額 

報告セグメント計  60,123

セグメント間取引消去  4,795

四半期連結損益計算書の営業利益  64,918
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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  

（単位：千円）

  

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）  

（単位：千円）

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。   

  

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 5,568,858  1,538,247  154,750  1,928,124  9,189,980

セグメント間の売

上高又は振替高 
 1,197,609  1,249  8,276  10,512  1,217,648

計  6,766,467  1,539,496  163,027  1,938,637  10,407,628

セグメント利益  147,609  50,896  1,232  126,032  325,772

利益 金額 

報告セグメント計  325,772

セグメント間取引消去  30,054

四半期連結損益計算書の営業利益  355,826
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