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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3月31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9月期第2四半期 18,106 18.4 3,121 64.4 3,874 81.7 2,326 101.3
24年9月期第2四半期 15,290 △6.6 1,898 △8.7 2,132 △0.9 1,155 △29.3

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 5,994百万円 （124.5％） 24年9月期第2四半期 2,669百万円 （31.6％）

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9月期第2四半期 119.71 ―
24年9月期第2四半期 59.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 41,420 29,616 68.0
24年9月期 35,103 24,147 65.5
（参考） 自己資本 25年9月期第2四半期 28,156百万円 24年9月期 22,999百万円

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9月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
25年9月期 ― 10.00
25年9月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 36,900 14.4 6,200 38.7 7,100 54.2 4,700 72.9 241.88



(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

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は終了しておりません。

※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予想等の将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手した情報に基づき判断したもので、リスクや不確実性を含んでおり、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項
等につきましては、（添付資料）P.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9月期2Q 20,869,380 株 24年9月期 20,869,380 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 1,438,591 株 24年9月期 1,438,441 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 19,430,866 株 24年9月期2Q 19,431,032 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年10月１日～平成25年３月31日）における世界経済は、米国にお

ける個人消費・生産活動の改善が見られたものの、中国・インドを始めとする新興国の経済成長の鈍化

や欧州地域の不透明な景況感の継続などから、全体として弱含みで推移しました。 

 我が国経済につきましては、依然として楽観できない状況が続いたものの、個人消費が底堅さを見せ

たほか、輸出型産業の業績向上や株式市場の活性化など、明るい兆しが見られました。 

 このような状況のもと、当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、前期に続き、アジア

地域での自動車需要の拡大を背景として設備増強が行われるとともに、生産活動についても活発な動き

が見られました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、エレクトロニク

ス製品の総体的な販売軟調を受け、設備投資及び生産活動は、落ち着いた状況が続きました。 

 当社グループは、このような経営環境に対応するため、各市場動向に応じ、設備品及び消耗品の拡販

に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めるとともに、技術革新・次世代装置など高付加価値

製品の開発にも注力してまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高181億６百万円(前年同期比18.4％増)、営

業利益31億21百万円(前年同期比64.4％増)、経常利益につきましては為替差益５億87百万円を含む38億

74百万円(前年同期比81.7％増)、四半期純利益は23億26百万円(前年同期比101.3％増)となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①溶接機器関連事業 

 溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、

アジア地域などで積極的な増産投資が行われ、世界各地域の自動車生産は高水準となりました。このよ

うな環境の下、当部門として設備品の需要拡大への対応並びに消耗品の拡販に努めたことなどにより、

業績は好調に推移しました。 

 この結果、部門売上高は122億25百万円(前年同期比12.5％増)となり、部門営業利益は24億19百万円

(前年同期比20.0％増)となりました。 

  

②平面研磨装置関連事業 

 平面研磨装置関連事業につきましては、パソコンなど主要エレクトロニクス製品の販売軟調を受け、

当部門の取引先であるシリコンウェーハなどのエレクトロニクス関連素材において、設備投資及び生産

活動は落ち着いた状況となりました。このような環境の下、当部門として顧客要求に適合した販売深耕

を各業界へ図ったことなどにより、業績は好調に推移しました。 

 この結果、部門売上高は58億93百万円(前年同期比33.3％増)、部門営業利益は８億64百万円(前年同

期は45百万円の営業利益）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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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414億20百万円と、前連結会計年度末と比べて63億17百

万円増加しました。現金及び預金が25億５百万円、受取手形及び売掛金が24億26百万円、棚卸資産が９億

５百万円、建物及び構築物が４億52百万円増加したことなどによります。 

負債は118億３百万円と、前連結会計年度末に比べて８億48百万円増加しました。短期借入金が４億87

百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が１億35百万円、未払法人税等が４億85百万円、その他流動

負債が６億13百万円増加したことなどによります。 

純資産は296億16百万円と、前連結会計年度末に比べて54億68百万円増加しました。利益剰余金が19億

37百万円、円安により為替換算調整勘定が30億68百万円、少数株主持分が３億11百万円増加したことなど

によります。 

  

２ キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は88億86百万円と、前連結会計年度末

と比べて21億94百万円増加しました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、22億17百万円となりました。税金等調整前四半期純利

益が38億74百万円、減価償却費及びその他の償却費が２億69百万円、棚卸資産の減少額が１億25百万円、

前受金の増加額が１億26百万円となった一方、賞与引当金の減少額が２億60百万円、売上債権の増加額が

７億51百万円、仕入債務の減少額が４億16百万円、法人税等の支払額が６億32百万円発生したことなどに

よります。 

投資活動により支出したキャッシュ・フローは１億83百万円となりました。投資有価証券の売却等によ

る収入が28百万円となった一方、定期預金の純増加額が69百万円、有形固定資産の取得による支出が１億

58百万円発生したことなどによります。 

財務活動により支出したキャッシュ・フローは11億21百万円となりました。短期借入金の減少額が７億

19百万円、配当金の支払額が３億88百万円発生したことなどによります。  

  

当期の連結業績は、アジア地域での業績が好調に推移していることや為替相場が円安に進んだことなど

により平成25年２月６日開示の予想を上回る見通しであるため、平成25年４月26日付にて以下の業績予想

の修正を開示しました。なお、当連結業績予想は、１米ドル＝91円の為替レートを前提としています。 

  

 平成25年９月期通期連結業績予想数値の修正 （平成24年10月１日～平成25年９月30日） 

 

（２）連結財政状態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

 
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

 
２月６日発表予想 (A)

百万円
32,500

百万円
4,000

百万円
4,300

百万円
2,780

円 銭
143.07

４月26日修正予想 (B) 36,900 6,200 7,100 4,700 241.88

増減額 (B－A) 4,400 2,200 2,800 1,920 -

増減率 (％) 13.5 55.0 65.1 69.1 - 

(ご参考) 前期実績
(平成24年９月期) 32,259 4,469 4,604 2,718 139.90
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 (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、平成24年10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の方法に、第１四半期連結会計期間より変更してお

ります。 

これによる当第２四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。 

   

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部
流動資産
現金及び預金 8,558 11,064
受取手形及び売掛金 9,773 12,199
有価証券 157 137
商品及び製品 3,506 3,550
仕掛品 1,238 1,737
原材料及び貯蔵品 2,074 2,437
その他 1,276 1,183
貸倒引当金 △300 △299
流動資産合計 26,285 32,010

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 2,602 3,054
土地 3,242 3,333
その他（純額） 1,356 1,264
有形固定資産合計 7,200 7,652

無形固定資産
その他 234 268
無形固定資産合計 234 268

投資その他の資産
投資有価証券 587 807
その他 854 731
貸倒引当金 △59 △49
投資その他の資産合計 1,382 1,488

固定資産合計 8,817 9,409
資産合計 35,103 41,420

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 2,973 3,108
短期借入金 1,744 1,256
1年内返済予定の長期借入金 5 7
未払法人税等 561 1,047
賞与引当金 624 419
その他 3,163 3,772
流動負債合計 9,073 9,611

固定負債
長期借入金 11 7
退職給付引当金 136 163
役員退職慰労引当金 60 54
その他 1,673 1,967
固定負債合計 1,882 2,192

負債合計 10,955 11,803
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部
株主資本
資本金 1,925 1,925
資本剰余金 2,373 2,373
利益剰余金 22,306 24,243
自己株式 △1,077 △1,077
株主資本合計 25,527 27,465

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 76 227
為替換算調整勘定 △2,603 464
その他の包括利益累計額合計 △2,527 691

少数株主持分 1,147 1,459
純資産合計 24,147 29,616

負債純資産合計 35,103 41,420
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成25年３月31日)

売上高 15,290 18,106
売上原価 10,592 12,003
売上総利益 4,697 6,103
販売費及び一般管理費 2,799 2,982
営業利益 1,898 3,121
営業外収益
受取利息 52 68
受取配当金 4 5
為替差益 159 587
受取地代家賃 22 16
その他 58 115
営業外収益合計 298 794

営業外費用
支払利息 30 22
その他 33 18
営業外費用合計 64 41

経常利益 2,132 3,874
特別損失
関係会社整理損失引当金繰入額 100 －
特別損失合計 100 －

税金等調整前四半期純利益 2,031 3,874
法人税、住民税及び事業税 735 1,053
法人税等調整額 △51 301
法人税等合計 683 1,355
少数株主損益調整前四半期純利益 1,348 2,518
少数株主利益 192 192
四半期純利益 1,155 2,326
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,348 2,518
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 62 151
為替換算調整勘定 1,259 3,324
その他の包括利益合計 1,321 3,475

四半期包括利益 2,669 5,994
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 2,379 5,545
少数株主に係る四半期包括利益 289 448
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
 至 平成25年３月31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 2,031 3,874
減価償却費及びその他の償却費 280 269
貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 △76
賞与引当金の増減額（△は減少） △225 △260
受取利息及び受取配当金 △56 △74
支払利息 30 22
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 100 －
売上債権の増減額（△は増加） 838 △751
たな卸資産の増減額（△は増加） △65 125
未収入金の増減額（△は増加） △276 174
仕入債務の増減額（△は減少） △808 △416
前受金の増減額（△は減少） 337 126
その他 △15 △225
小計 2,187 2,788
利息及び配当金の受取額 58 86
利息の支払額 △35 △25
法人税等の支払額 △539 △632
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,671 2,217

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加） △127 △69
有形固定資産の取得による支出 △304 △158
有形固定資産の売却による収入 3 13
投資有価証券の取得による支出 △124 △4
投資有価証券の売却及び償還による収入 17 28
その他 0 7
投資活動によるキャッシュ・フロー △534 △183

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） 244 △719
長期借入金の返済による支出 △11 △6
自己株式の取得による支出 △0 △0
自己株式の売却による収入 0 －
配当金の支払額 △388 △388
少数株主への配当金の支払額 △51 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △206 △1,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 463 1,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,393 2,194
現金及び現金同等物の期首残高 5,224 6,692
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,617 8,886
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 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10月１日  至  平成24年３月31日) 

  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) １ セグメント利益の調整額△163百万円には、セグメント間取引消去△２百万円及び報告セグメ 
         ントに配分していない全社費用△161百万円が含まれております。なお、第１四半期連結会計期 
         間から、持株会社体制に移行したことに伴い、当社において新たに報告セグメントに帰属しな 
         い全社費用が発生しております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日) 

  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) １ セグメント利益の調整額△162百万円には、セグメント間取引消去△11百万円及び報告セグメ 
         ントに配分していない全社費用△150百万円が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 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）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）1

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２

溶接機器 
関連事業

平面研磨装置
関連事業 計

売上高

  (1)外部顧客への売上高 10,869 4,420 15,290 ― 15,290
  (2)セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 1 0 2 △2 ―

計 10,870 4,421 15,292 △2 15,290

セグメント利益 2,015 45 2,061 △163 1,898

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）1

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２

溶接機器 
関連事業

平面研磨装置
関連事業 計

売上高

  (1)外部顧客への売上高 12,224 5,881 18,106 ― 18,106
  (2)セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 0 11 11 △11 ―

計 12,225 5,893 18,118 △11 18,106

セグメント利益 2,419 864 3,283 △162 3,121

（６）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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 ①生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格で表示しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ②受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ③販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（１）地域別販売状況

日本 
(百万円)

アジア 
パシフィック 
(百万円)

米州 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,226 10,699 1,796 383 18,106 ― 18,106

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 1,637 871 43 5 2,557 (2,557) ―

計 6,864 11,570 1,840 389 20,664 (2,557) 18,106

営業利益 461 2,535 245 41 3,283 (162) 3,121

（２）生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

溶接機器関連事業 9,614 +10.1

平面研磨装置関連事業 3,596 +27.0

合計 13,211 +14.2

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比
(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比

(％)

 溶接機器関連事業 13,358 +26.0 3,860 +51.9

 平面研磨装置関連事業 7,147 +1.6 8,495 +13.4

合計 20,506 +16.2 12,356 +23.2

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

溶接機器関連事業 12,224 +12.5

平面研磨装置関連事業 5,881 +33.0

合計 18,106 +18.4
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