
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期報告書提出予定日  平成25年２月14日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

                  （百万円未満切捨）

（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３四半期  4,892  12.0  207  148.7  190  180.6  166  380.5

24年３月期第３四半期  4,367  22.1  83 －  67  －  34 －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 168百万円（ ％） 515.6   24年３月期第３四半期 27百万円 （ ％） －

  
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３四半期  7.06 －

24年３月期第３四半期  1.47 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  5,663  1,790  31.6

24年３月期  5,608  1,621  28.9

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 1,790百万円   24年３月期 1,621百万円 

  
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 － 0.00  0.00

25年３月期  － 0.00 －   

25年３月期（予想）     0.00  0.00

（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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  6,196  △2.2  225  95.4  194  107.3  159  19.7  6.76

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、（添付資料）２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」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 23,550,000株 24年３月期 23,550,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 30,932株 24年３月期 30,532株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 23,519,324株 24年３月期３Ｑ 23,520,313株

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。 

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。なお、業績予想

に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)２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」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、円高の長期化が続くものの景気は緩やかに回復しつつあ

りますが、世界経済は、欧州の債務問題による景気低迷や、中国を中心とした新興国の成長鈍化により先行き不

透明な状況が続いております。 

 このような状況のもとで当社グループは、「お客様とともに技術を拓くベストパートナー」を目指し、他社と

の差別化と販売強化に注力してまいりました。特に自動車関連の受注は堅調さを持続し、全体としては好調を維

持することが出来ました。  

 この結果、当第３四半期累計売上額につきましては、射出成形機は2,365百万円（前年同期比8.7％増）、プ

レス機は572百万円（前年同期比45.7％増）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は4,892百万円（前年

同期比12.0％増）となりました。このうち国内売上高は2,021百万円（前年同期比2.5％増）、海外売上高は

2,871百万円（前年同期比19.9％増）となり連結売上高に占める海外売上高は58.7％となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の利益面につきましては、第２四半期に引き続き変動費改善活動等を強化してお

り、経常利益は190百万円、四半期純利益は166百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期における総資産は、5,663百万円となりました。前期末に比べ55百万円増額となりました。流動

資産は、現金・預金の増加等により、前期末に比べ119百万円増加の4,501百万円となりました。固定資産は、減

価償却等により、前期末に比べ63百万円減少の1,162百万円となりました。負債は、仕入債務の減少等により、

前期末に比べ112百万円減少の3,873百万円となりました。純資産は、四半期純利益の計上等により、前期末に比

べ168百万円増加の1,790百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月29日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変動はありません。 

   

  

（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。   

   

（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） 

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、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

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



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 519,815 731,832

受取手形及び売掛金 1,933,334 1,858,438

製品 146,072 17,321

仕掛品 532,739 762,942

原材料及び貯蔵品 1,179,471 1,102,460

その他 71,891 30,082

貸倒引当金 △1,909 △1,748

流動資産合計 4,381,414 4,501,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 689,831 659,336

機械装置及び運搬具（純額） 188,782 167,879

土地 219,035 219,035

その他（純額） 46,593 50,193

有形固定資産合計 1,144,243 1,096,445

無形固定資産 33,169 34,924

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675

その他 47,147 29,490

貸倒引当金 △3,646 △3,920

投資その他の資産合計 49,176 31,245

固定資産合計 1,226,590 1,162,615

資産合計 5,608,004 5,663,945

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,469 1,355,523

短期借入金 1,250,000 1,370,000

未払法人税等 27,531 23,103

引当金 52,741 53,809

その他 387,680 301,493

流動負債合計 3,253,422 3,103,929

固定負債   

退職給付引当金 711,219 745,322

その他 21,699 24,565

固定負債合計 732,918 769,887

負債合計 3,986,340 3,873,817



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 3,008,500

資本剰余金 625,270 625,270

利益剰余金 △1,987,015 △1,820,989

自己株式 △6,841 △6,865

株主資本合計 1,639,913 1,805,916

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △18,249 △15,788

その他の包括利益累計額合計 △18,249 △15,788

純資産合計 1,621,663 1,790,127

負債純資産合計 5,608,004 5,663,945



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,367,047 4,892,914

売上原価 3,259,215 3,677,599

売上総利益 1,107,831 1,215,315

販売費及び一般管理費 1,024,395 1,007,847

営業利益 83,436 207,467

営業外収益   

受取利息 228 125

受取配当金 146 146

仕入割引 252 266

受取賃貸料 4,218 4,837

その他 9,432 5,545

営業外収益合計 14,277 10,921

営業外費用   

支払利息 18,952 19,302

為替差損 2,123 7,573

その他 8,714 944

営業外費用合計 29,790 27,819

経常利益 67,924 190,569

特別利益   

固定資産売却益 414 2,145

退職給付制度改定益 9,178 －

特別利益合計 9,593 2,145

特別損失   

固定資産除売却損 12,190 451

事業整理損失引当金繰入額 13,611 －

特別損失合計 25,801 451

税金等調整前四半期純利益 51,715 192,263

法人税等合計 17,159 26,236

少数株主損益調整前四半期純利益 34,555 166,026

四半期純利益 34,555 166,026



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 34,555 166,026

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △7,187 2,461

その他の包括利益合計 △7,187 2,461

四半期包括利益 27,368 168,488

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 27,368 168,488



  該当事項はありません。   

   

 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）重要な後発事象
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