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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,869 △2.1 250 △6.9 268 △4.9 181 38.2
24年3月期第2四半期 2,930 3.4 269 50.8 282 53.3 131 45.7

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 15.73 ―
24年3月期第2四半期 11.39 ―

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 6,054 3,474 57.4 301.37
24年3月期 5,978 3,430 57.4 297.58
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,474百万円 24年3月期  3,430百万円

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

3. 平成25年 3月期の業績予想（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 5,600 4.4 400 3.7 410 2.9 200 8.9 17.34



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 14,000,000 株 24年3月期 14,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,470,371 株 24年3月期 2,470,268 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,529,658 株 24年3月期2Q 11,530,745 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、金融商品取引法に基 
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。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「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期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などを背景として一部に回復の兆しが見

られましたものの、歴史的な円高に加え、長引く欧州債務危機や中国を中心とした新興国経済の減速により先行き

不透明な状況で推移しました。 

 このような情勢のもと、農機事業部におきましては「品質」、「安全・安心」といった消費者ニーズにかなう肥

料散布機のブロードキャスタやコンポキャスタの売上は好調に推移しましたものの、農業従事者の高齢化や後継者

不足による農家戸数の減少といった構造的な問題や農業政策の不透明感により農家の投資意欲が低調でありました

結果、売上高は前年同期比69百万円減少し24億92百万円（前年同期比2.7％減）となりました。  

 また、軸受事業部におきましては、風力発電用軸受の受注が好調に推移しました結果、売上高は前年同期比８百

万円増加し３億76百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は前年同期比60百万円減少し、28億69百万円（前年同期比2.1％

減）となりました。  

 利益面におきましては、売上高の減少などにより、営業利益は前年同期比18百万円減少し２億50百万円（前年同

期比6.9％減）、経常利益は前年同期比13百万円減少し２億68百万円（前年同期比4.9％減）となりました。四半期

純利益は税効果会計の影響で法人税等が減少したことなどにより、前年同期比38.2％増の１億81百万円となりまし

た。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ76百万円増加し、60億54百万円となりまし 

た。これは主に未収入金が55百万円、受取手形及び売掛金が44百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。  

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ33百万円増加し、25億80百万円となりま 

した。これは主に支払手形及び買掛金が１億42百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ43百万円増加し34億74百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金が94百万円増加したことによるものであります。 

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月10日に発表いたしました通期の業績予想の数値から変

更はございません。   

   

（１）四半期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。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれ

ぞれ2,434千円増加しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 343,424 282,762

受取手形及び売掛金 1,149,256 1,194,157

商品及び製品 675,145 701,461

仕掛品 117,504 114,010

原材料及び貯蔵品 189,093 217,101

未収入金 991,013 1,046,182

その他 95,321 98,042

流動資産合計 3,560,759 3,653,718

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 572,061 564,518

機械及び装置（純額） 246,865 275,383

土地 593,664 593,664

その他（純額） 56,512 69,483

有形固定資産合計 1,469,104 1,503,050

無形固定資産 17,494 23,170

投資その他の資産 930,695 875,028

固定資産合計 2,417,294 2,401,249

資産合計 5,978,053 6,054,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,943 642,816

短期借入金 561,679 611,679

未払法人税等 109,003 87,500

賞与引当金 104,273 110,476

その他 302,396 299,317

流動負債合計 1,577,295 1,751,789

固定負債   

長期借入金 343,296 253,290

退職給付引当金 564,795 556,396

役員退職慰労引当金 50,590 7,690

その他 11,088 11,088

固定負債合計 969,770 828,464

負債合計 2,547,065 2,580,254



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,350,000 1,350,000

資本剰余金 825,877 825,877

利益剰余金 1,798,358 1,893,301

自己株式 △617,391 △617,406

株主資本合計 3,356,844 3,451,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73,211 22,952

繰延ヘッジ損益 931 △10

評価・換算差額等合計 74,143 22,941

純資産合計 3,430,987 3,474,714

負債純資産合計 5,978,053 6,054,968



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 2,930,562 2,869,662

売上原価 2,000,220 1,964,555

売上総利益 930,341 905,106

販売費及び一般管理費 660,938 654,161

営業利益 269,403 250,945

営業外収益   

受取利息 259 198

受取配当金 6,497 7,830

不動産賃貸料 13,583 13,053

その他 3,762 5,559

営業外収益合計 24,103 26,642

営業外費用   

支払利息 6,330 4,518

不動産賃貸原価 2,810 2,512

その他 1,517 1,658

営業外費用合計 10,658 8,689

経常利益 282,848 268,898

特別利益   

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産廃棄損 20,881 211

投資有価証券評価損 22,690 －

特別損失合計 43,572 211

税引前四半期純利益 239,275 268,696

法人税、住民税及び事業税 128,330 82,700

法人税等調整額 △20,339 4,579

法人税等合計 107,990 87,280

四半期純利益 131,285 181,416



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 239,275 268,696

減価償却費 75,618 71,788

投資有価証券評価損益（△は益） 22,690 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 196 △8,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,560 △42,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,911 6,203

受取利息及び受取配当金 △6,757 △8,029

支払利息 6,330 4,518

有形固定資産廃棄損 20,881 211

有形固定資産売却損益（△は益） － △9

売上債権の増減額（△は増加） △539,172 △104,269

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,600 △50,830

仕入債務の増減額（△は減少） 256,053 142,872

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,555 △15,609

その他 11,769 △25,777

小計 148,394 238,465

利息及び配当金の受取額 6,750 8,023

利息の支払額 △6,220 △4,514

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 49,000 △103,828

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,924 138,145

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △48,029 △76,575

有形固定資産の売却による収入 － 10

無形固定資産の取得による支出 △540 △9,906

投資不動産の賃貸による収入 13,583 12,933

貸付金の回収による収入 3,443 919

その他 △7,046 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,588 △72,618

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） 1,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △90,006 △90,006

自己株式の取得による支出 △192 △15

配当金の支払額 △57,238 △86,168

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,437 △126,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,898 △60,661

現金及び現金同等物の期首残高 309,722 333,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,621 272,762



  該当事項はありません。   

   

   

 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
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