
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

 
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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３月期第１四半期 4,329 △13.7 102 △77.5 131 △66.8 38 △84.2
25年３月期第１四半期 5,014 5.7 453 39.0 395 36.1 245 △0.6

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 403百万円(△29.6％) 25年３月期第１四半期 572百万円( 63.5％)

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３月期第１四半期 0.59 ―
25年３月期第１四半期 3.75 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 24,718 13,887 46.9
25年３月期 24,791 13,616 46.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 11,583百万円 25年３月期 11,488百万円

２．配当の状況

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３月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
26年３月期

26年３月期(予想) 2.00 2.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 平成26年３月期(予想)配当金の内訳       第２四半期     普通配当1円00銭  東証一部上場記念配当1円00銭
                                            期末           普通配当2円00銭  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 9,500 △7.8 570 △40.0 570 △37.3 250 △53.7 3.81
通期 21,100 0.3 1,760 13.6 1,750 16.4 890 5.2 13.56

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 65,781,228株 25年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 165,799株 25年３月期 164,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 65,615,861株 25年３月期１Ｑ 65,621,569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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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。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「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの

将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政策効果により輸出関連の製造業を中心に企業収

益が改善し景気が緩やかに持ち直してまいりました。また、株高による資産効果、消費増税を控えた駆

け込み需要もあり個人消費は持ち直しました。今後におきましては、政府の設備投資減税等により景気

回復が期待されますが、海外景気の下振れにより、わが国の景気が下押しされる懸念もあります。 

このような状況のなか、国内工作機械業界におきましては、（社）日本工作機械工業会の当第１四半

期連結累計期間における受注総額は2,742億円となり、前年同累計期間に比較して14.5％減となりまし

た。内需は、884億円（前年同累計期間比13.1％減）、外需1,857億円（前年同累計期間比15.2％減）と

なり、外需比率67.7％となっております。 

当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,329百万円となり、前年同累

計期間に比べ、13.7％減となりました。利益につきましては、世界的な工作機械需要減少等の影響によ

り営業利益102百万円（前年同累計期間比77.5％減）、経常利益131百万円（前年同累計期間比66.8％

減）、四半期純利益38百万円（前年同累計期間比84.2％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は73百万円減少し、24,718百万円となりました。この減少は、現金及び預金、たな卸資産、有形固定

資産の増加がそれぞれ527百万円、336百万円、68百万円ありましたが、受取手形及び売掛金、有価証券

がそれぞれ459百万円、600百万円減少したことによるものであります。 

また、負債は前連結会計年度末に比べ、343百万円減少し、10,830百万円となりました。この減少は

主に未払法人税等が267百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ270百万円増加し、13,887百万円となりました。この増加は配当

金等の支払いによる利益剰余金92百万円の減少もありましたが、為替換算調整勘定、少数株主持分がそ

れぞれ195百万円、174百万円増加したことによるものです。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月15日付「平成25年３月期 決算短信〔日本

基準〕（連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

(１) 経営成績に関する説明

(２) 財政状態に関する説明

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、一部の連結子

会社においては、原則的な方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,507,887 5,035,222

受取手形及び売掛金 6,735,234 6,276,203

有価証券 800,137 200,000

商品及び製品 1,064,970 1,008,464

仕掛品 3,701,703 3,899,665

原材料及び貯蔵品 1,153,735 1,348,280

その他 728,369 794,945

貸倒引当金 △173,437 △196,957

流動資産合計 18,518,599 18,365,825

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,800,642 2,870,902

その他（純額） 3,024,576 3,023,274

有形固定資産合計 5,825,218 5,894,177

無形固定資産 11,084 12,905

投資その他の資産   

その他 460,623 469,546

貸倒引当金 △24,216 △24,216

投資その他の資産合計 436,407 445,330

固定資産合計 6,272,709 6,352,413

資産合計 24,791,309 24,718,238

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,362,289 4,341,439

短期借入金 1,252,612 1,394,019

未払法人税等 370,306 103,295

賞与引当金 152,669 278,723

役員賞与引当金 17,000 －

製品保証引当金 111,579 118,640

その他 1,460,619 1,229,007

流動負債合計 7,727,077 7,465,125

固定負債   

長期借入金 2,472,663 2,377,811

退職給付引当金 670,371 668,295

資産除去債務 28,162 28,247

その他 276,621 291,486

固定負債合計 3,447,818 3,365,839

負債合計 11,174,896 10,830,965
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,470 1,568,470

利益剰余金 7,989,669 7,897,264

自己株式 △28,984 △29,267

株主資本合計 11,848,179 11,755,490

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,867 48,252

為替換算調整勘定 △415,016 △219,824

その他の包括利益累計額合計 △360,148 △171,572

少数株主持分 2,128,383 2,303,354

純資産合計 13,616,413 13,887,273

負債純資産合計 24,791,309 24,718,238
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,014,492 4,329,471

売上原価 3,542,224 3,181,644

売上総利益 1,472,268 1,147,826

販売費及び一般管理費 1,018,551 1,045,795

営業利益 453,716 102,030

営業外収益   

受取利息 2,110 2,954

受取配当金 2,015 2,011

為替差益 － 33,842

仕入割引 8,745 3

その他 3,824 7,182

営業外収益合計 16,694 45,994

営業外費用   

支払利息 9,248 12,578

為替差損 61,564 －

その他 3,945 4,037

営業外費用合計 74,758 16,615

経常利益 395,652 131,408

税金等調整前四半期純利益 395,652 131,408

法人税等 122,923 47,915

少数株主損益調整前四半期純利益 272,729 83,493

少数株主利益 26,815 44,664

四半期純利益 245,914 38,828
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 272,729 83,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,582 △6,615

為替換算調整勘定 311,843 326,541

その他の包括利益合計 300,261 319,926

四半期包括利益 572,991 403,419

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 398,896 227,405

少数株主に係る四半期包括利益 174,095 176,014
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(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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