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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 1,827 △0.3 160 1,024.7 179 979.1 107 ―

24年3月期第2四半期 1,833 △10.4 14 △91.0 16 △89.9 △9 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 56百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △69百万円 （―％）

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 26.76 ―

24年3月期第2四半期 △2.32 ―

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 6,707 5,824 86.8 1,456.59
24年3月期 6,898 5,828 84.5 1,457.48

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,824百万円 24年3月期  5,828百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00

25年3月期 ― ―

25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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  ：  有  
業績予想については、本日（平成24年11月13日）公表の「平成25年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正
に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 3,490 △26.3 210 △6.2 260 △2.4 165 13.9 41.26



(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、添付資料Ｐ．２「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きの対象外であり、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きを実施しています。 

※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。 

※  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 4,000,000 株 24年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 934 株 24年3月期 934 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,999,066 株 24年3月期2Q 3,999,066 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を背景に緩やかに持ち直しの動

きが見られたものの、円高の長期化や中国をはじめとする世界経済の減速等、先行きは依然として不透明な状況

のまま推移しました。  

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,827百万円（前年同四半期比0.3％減）となり

ました。セグメントごとでは自動車部品製造事業が四輪部品等の減少により1,000百万円、工作機械製造事業が

汎用工作機械（ターレックス）等の増加により827百万円となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品製造事業のライン統合によるコスト削減等の効果や、工作機械製造事業で

の比較的利益率の高い汎用工作機械（ターレックス）の売上増が主な要因となり、営業利益は160百万円（前年

同四半期比1,024.7％増）、経常利益は179百万円（前年同四半期比979.1％増）、四半期純利益は107百万円（前

年同期は四半期純損失９百万円）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における総資産は現金及び預金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ191百万円減少し、6,707百万円となりました。   

  負債につきましては、買掛金等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ187百万円減少し、882百万

円となりました。  

  純資産は配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ３百万円減少し、5,824百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の実績を勘案し平成24年５月14日公表の予想を修正して

います。なお、当該予想に関する詳細につきましては本日公表の「平成25年３月期第２四半期連結累計期間の業

績予想値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（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 

（減価償却方法の変更） 

  当社は、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日以降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。 

  

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．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 1,224,976 730,966

受取手形及び売掛金 892,957 517,014

電子記録債権 10,810 9,110

有価証券 800,000 1,600,000

製品 29,974 22,095

仕掛品 422,443 516,531

原材料 70,359 45,119

繰延税金資産 7,934 23,996

その他 6,766 26,108

貸倒引当金 △996 △669

流動資産合計 3,465,226 3,490,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 654,027 644,135

機械装置及び運搬具（純額） 983,950 876,686

土地 638,912 638,912

その他（純額） 28,307 27,498

有形固定資産合計 2,305,197 2,187,232

無形固定資産 13,250 11,584

投資その他の資産 1,115,120 1,018,489

固定資産合計 3,433,569 3,217,306

資産合計 6,898,795 6,707,579
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 270,273 199,627

未払法人税等 58,958 79,897

その他 240,312 150,255

流動負債合計 569,543 429,781

固定負債   

退職給付引当金 266,691 238,933

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 51,114 52,207

その他 164,719 143,476

固定負債合計 500,705 452,798

負債合計 1,070,248 882,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,612,055 5,659,093

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,837,548 5,884,586

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 158,578 98,293

為替換算調整勘定 △167,579 △157,880

その他の包括利益累計額合計 △9,001 △59,587

純資産合計 5,828,546 5,824,998

負債純資産合計 6,898,795 6,707,579
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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 1,833,186 1,827,206

売上原価 1,543,066 1,423,213

売上総利益 290,120 403,992

販売費及び一般管理費 275,882 243,857

営業利益 14,238 160,134

営業外収益   

受取利息 3,295 2,888

受取配当金 3,560 4,204

受取賃貸料 26,992 24,322

助成金収入 2,178 5,744

雑収入 1,025 6,536

営業外収益合計 37,052 43,696

営業外費用   

支払利息 341 233

賃貸収入原価 8,350 8,012

為替差損 25,937 13,758

雑損失 － 2,033

営業外費用合計 34,628 24,037

経常利益 16,661 179,793

特別利益   

固定資産売却益 31 －

特別利益合計 31 －

特別損失   

固定資産売却損 113 －

固定資産廃棄損 721 256

投資有価証券評価損 － 1,131

特別損失合計 835 1,388

税金等調整前四半期純利益 15,858 178,404

法人税、住民税及び事業税 43,400 77,600

法人税等調整額 △18,264 △6,219

法人税等合計 25,135 71,380

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△9,276 107,024

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,276 107,024
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△9,276 107,024

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,122 △60,285

為替換算調整勘定 △2,467 9,698

その他の包括利益合計 △60,590 △50,586

四半期包括利益 △69,866 56,437

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △69,866 56,437
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

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 

（注）セグメント利益又は損失（△）と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

２．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。 

  

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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

２．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。 

   

   

   

    該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  1,304,289  528,897  1,833,186  －  1,833,186

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
      －  1,895  1,895  △1,895  －

計  1,304,289  530,792  1,835,081  △1,895  1,833,186

セグメント利益又は損失

（△） 
 75,439  △61,200  14,238  －  14,238

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  1,000,120  827,086  1,827,206  －  1,827,206

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,950  3,832  6,782  △6,782 －

計  1,003,071  830,918  1,833,989  △6,782  1,827,206

セグメント利益  67,434  92,700  160,134  －  160,134

（６）重要な後発事象
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