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（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 ％

26年１月期第１四半期  14,298  3.0  484 △5.0  874  7.0  756  1.9

25年１月期第１四半期  13,884  10.6  510  734.8  817  449.8  742 －

（注）包括利益 26年１月期第１四半期 2,236百万円（ ％） 45.4   25年１月期第１四半期 1,537百万円 （ ％） 558.9

  
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

26年１月期第１四半期  18.19 －

25年１月期第１四半期  17.49 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

26年１月期第１四半期  52,370  43,549  83.0

25年１月期  49,881  41,731  83.5

（参考）自己資本 26年１月期第１四半期 43,465百万円   25年１月期 41,649百万円 

  
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 
25年１月期  － 0.00 － 10.00  10.00

26年１月期  －     
26年１月期（予想）   5.00 － 5.00  10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  28,300  0.3  800 △27.2  800 △40.1  700  △13.3  16.82

通期  58,000  6.1  1,800  37.0  1,800 △16.1  1,500  △33.8  36.05

（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 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（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（1）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レビュー手続の対象外ではありますが、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す。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、実際の業績は、さまざまな要素により異なる結果となる可能性があることを

ご承知おきください。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年１月期１Ｑ 42,466,865株 25年１月期 42,466,865株

②  期末自己株式数 26年１月期１Ｑ 857,425株 25年１月期 857,191株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年１月期１Ｑ 41,609,588株 25年１月期１Ｑ 42,461,554株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間において、為替相場の円高是正が進みましたが、当社グループの主たる供給先であ

る半導体及び家電業界では、平成24年後半からの市況低迷が継続しました。長引く欧州の金融不安や新興国及び

中国の景気減速により生産が伸び悩むなど先行きについても、不透明な状況で推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、省資源・省エネルギーに貢献する製品・部品の供給拡大ととも

に全グループを挙げて生産性向上と原価低減に取り組みました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間においては、需要が減少するなか、為替相場が円安に推移したことによ

り、売上高は142億９千８百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は４億８千４百万円（前年同期比5.0％減）と

なりました。 

 また、当第１四半期連結累計期間に為替相場が、円安に推移し、為替差益が２億９千万円発生したことによ

り、経常利益は８億７千４百万円（前年同期比7.0％増）となり、四半期純利益は７億５千６百万円（前年同期比

1.9％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。 

（金型） 

 金型事業については、超精密加工技術の追求により、省資源・省エネ化などをはじめとしたお客様のニーズに

対応しました。その結果、電子部品向けの金型需要が増加したことにより、売上高は17億７千万円（前年同期比

9.7％増）となりました。しかしながら、新興国市場の台頭により低価格品に需要がシフトした結果、営業利益

は１億４千６百万円（前年同期比9.2％減）となりました。 

  

（電子部品） 

 電子部品事業については、国内生産拠点では環境対応製品などの新製品の受注確保に、海外生産拠点では現地

生産の強化に取り組みました。また、各生産拠点において生産性向上、材料歩留り向上などの原価低減に取り組

みました。その結果、売上高は81億２千７百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益は２億６千７百万円（前年

同期比24.3％増）となりました。 

  

（電機部品） 

 電機部品事業については、車載用及び家電用のモーターコアにおいて、生産性向上に取り組みましたが、供給

先の在庫調整などにより需要が減少しました。その結果、売上高は50億４百万円（前年同期比0.3％減）、営業

利益は４億８千９百万円（前年同期比3.4％減）となりました。 

  

（工作機械） 

 工作機械事業については、国内、中国及び新興国市場での顧客開拓に取り組みました。お客様の設備投資抑制

による需要低迷が継続しましたが、内部売上高が増加したことにより、売上高は２億４千３百万円（前年同期比

9.9％増）、営業損失は１千２百万円（前年同期営業損失２千万円）となりました。 

  

  なお、上記セグメント売上高は、セグメント間の内部売上高及び振替高８億４千７百万円を含めて表示してお

ります。 

  

（１）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、当第１四半期連結会計期間から、平成25年２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。 

 これによる当第１四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への影響は軽微で

あります。 

  

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
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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25年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,443 12,783

受取手形及び売掛金 7,741 8,183

電子記録債権 325 444

有価証券 1,200 1,200

商品及び製品 1,756 1,867

仕掛品 1,266 1,345

原材料及び貯蔵品 1,250 1,312

その他 1,127 781

貸倒引当金 △11 △12

流動資産合計 26,099 27,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,832 27,340

減価償却累計額 △20,041 △20,422

建物及び構築物（純額） 6,791 6,918

機械装置及び運搬具 41,207 42,142

減価償却累計額 △35,258 △36,063

機械装置及び運搬具（純額） 5,949 6,078

工具、器具及び備品 18,093 18,969

減価償却累計額 △16,388 △17,021

工具、器具及び備品（純額） 1,704 1,947

土地 6,608 6,633

建設仮勘定 763 738

有形固定資産合計 21,817 22,316

無形固定資産 448 405

投資その他の資産   

投資有価証券 754 935

繰延税金資産 9 9

その他 751 798

投資その他の資産合計 1,516 1,743

固定資産合計 23,782 24,466

資産合計 49,881 52,370
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,985 3,465

1年内返済予定の長期借入金 1,250 1,250

未払法人税等 139 98

役員賞与引当金 49 12

その他 2,003 2,489

流動負債合計 6,429 7,315

固定負債   

長期借入金 625 312

退職給付引当金 912 891

役員退職慰労引当金 92 96

その他 90 205

固定負債合計 1,720 1,505

負債合計 8,149 8,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,403 16,403

資本剰余金 17,252 17,252

利益剰余金 11,136 11,477

自己株式 △467 △467

株主資本合計 44,325 44,666

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 178 295

為替換算調整勘定 △2,854 △1,495

その他の包括利益累計額合計 △2,675 △1,200

少数株主持分 82 83

純資産合計 41,731 43,549

負債純資産合計 49,881 52,370
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 13,884 14,298

売上原価 11,872 12,238

売上総利益 2,011 2,060

販売費及び一般管理費 1,501 1,575

営業利益 510 484

営業外収益   

受取利息 24 26

為替差益 226 290

その他 82 83

営業外収益合計 333 400

営業外費用   

支払利息 6 3

固定資産除売却損 8 0

その他 10 6

営業外費用合計 26 10

経常利益 817 874

税金等調整前四半期純利益 817 874

法人税等 70 113

少数株主損益調整前四半期純利益 747 761

少数株主利益 4 4

四半期純利益 742 756
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 747 761

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19 116

為替換算調整勘定 771 1,358

その他の包括利益合計 790 1,475

四半期包括利益 1,537 2,236

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,533 2,232

少数株主に係る四半期包括利益 4 4
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該当事項はありません。  

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年２月１日 至 平成24年４月30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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。  

   

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年２月１日 至 平成25年４月30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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

（単位：百万円）

  金型 電子部品 電機部品 工作機械 合計 
調整額 
(注)１ 

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  1,010  7,648  5,021  205  13,884  －  13,884

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  603  －  －  16  619  (619)  －

計  1,613  7,648  5,021  221  14,503  (619)  13,884

セグメント利益又は損失（△）  160  214  507  △20  862  (352)  510

△352

（単位：百万円）

  金型 電子部品 電機部品 工作機械 合計 
調整額 
(注)１ 

四半期
連結損益
計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  971  8,127  5,004  195  14,298  －  14,298

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  799  －  －  47  847  (847)  －

計  1,770  8,127  5,004  243  15,145  (847)  14,298

セグメント利益又は損失（△）  146  267  489  △12  890  (405)  484

△405

（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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