
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ペガサスミシン製造株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6262 URL http://www.pegasus.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清水 盛明
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 舟引 康之 TEL 06-6451-1351
四半期報告書提出予定日 平成25年8月6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

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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 3,385 25.6 114 1,163.1 239 ― 150 96.5
25年3月期第1四半期 2,695 △19.1 9 △97.4 △74 ― 76 △42.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,036百万円 （63.5％） 25年3月期第1四半期 634百万円 （△22.9％）

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3月期第1四半期 6.72 6.71
25年3月期第1四半期 3.38 3.37

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 21,187 11,584 52.1
25年3月期 18,843 10,396 53.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,029百万円 25年3月期  10,027百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 6,970 41.0 340 ― 280 ― 140 ― 6.26
通期 14,320 40.8 1,000 ― 910 241.1 560 220.1 25.04



(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）  ：  有  

(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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表の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。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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名）
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PART
S（VIETNAM） CO., LTD.

、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 23,780,000 株 25年3月期 23,740,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,377,901 株 25年3月期 1,377,901 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 22,372,099 株 25年3月期1Q 22,632,349 株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、政策効果や過度の円高の解消などを受けて、個人消費が堅調に

推移し、輸出企業の業績にも明るさが見えはじめ、緩やかに景気が回復してまいりました。世界経済につきまして

は、中国経済の足踏みが鮮明となりつつあり、欧州経済も低迷を続ける一方で、米国経済は資産市場の回復などを

追い風に内需が堅調に推移してまいりました。 

 工業用ミシンにつきましては、中国の縫製メーカーの設備投資意欲は低調でありましたが、その他の新興国での

工業用ミシン需要が堅調に推移しました。自動車部品を中心とするダイカスト部品に対する需要につきましては、

欧州での完成車販売は低調であったものの、米国に加え日本や中国市場での完成車販売が底堅く推移したことを受

け、引き続き順調に推移しました。 

このような環境のもとで、工業用ミシンにつきましては、的確なマーケティングや、為替、物価などの変動に対

応した生産体制の見直しに努めることにより、ダイカスト部品につきましては、引き続き品質の維持向上と増産に

注力いたしました結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は33億85百万円（前年同四半期比25.6％増）となり、

営業利益は１億14百万円（前年同四半期比1,163.1％増）、経常利益は２億39百万円（前年同四半期は経常損失74百

万円）、四半期純利益は１億50百万円（前年同四半期比96.5％増）となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（工業用ミシン） 

工業用ミシンにつきましては、ベトナムでの生産機種の拡大、中国生産拠点の合理化推進など、環境変化に対応

した生産体制の整備や、縫製品産地の流動化に応じた販売戦略の展開などに努めました結果、売上高29億21百万円

（前年同四半期比26.7％増）、営業利益２億37百万円（前年同四半期比81.9％増）となりました。 
  

（ダイカスト部品） 

高品質を維持しつつ、一層の増産体制の整備を行うことにより、売上高４億54百万円（前年同四半期比19.3％

増）、営業利益93百万円（前年同四半期比2.9％増）となりました。 
  

（その他） 

その他につきましては、引き続きデータ入力業務やソフトウエア開発等に関するサービスの提供を行い、売上高

８百万円（前年同四半期比0.6％増）、営業損失１百万円（前年同四半期は営業損失１百万円）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて21億26百万円増加し、151億円となりました。これは、受取手形及び売

掛金が11億24百万円増加し、現金及び預金が９億14百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて２億17百万円増加し、60億86百万円となりました。これは、有形固定資

産が１億63百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて23億43百万円増加し、211億87百万円となりました。 
  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて13億82百万円増加し、60億３百万円となりました。これは、短期借入金

が９億11百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億26百万円減少し、35億99百万円となりました。これは、長期借入金

が２億10百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて11億55百万円増加し、96億２百万円となりました。 
  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて11億87百万円増加し、115億84百万円となりました。これは、為替換

算調整勘定が８億21百万円増加したことなどによります。 

  

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
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 平成25年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したPEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS（VIETNAM） CO., 

LTD.を連結の範囲に含めております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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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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 4,008,418 4,923,129

受取手形及び売掛金 2,748,061 3,872,090

商品及び製品 2,582,504 2,652,572

仕掛品 443,148 532,395

原材料及び貯蔵品 2,945,953 2,908,824

その他 285,851 255,637

貸倒引当金 △39,952 △44,051

流動資産合計 12,973,985 15,100,598

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,289,612 2,393,020

その他（純額） 2,394,164 2,453,928

有形固定資産合計 4,683,776 4,846,948

無形固定資産 365,105 390,668

投資その他の資産 820,556 848,955

固定資産合計 5,869,438 6,086,571

資産合計 18,843,423 21,187,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 312,304 538,111

短期借入金 2,293,654 3,205,546

未払法人税等 301,456 345,088

賞与引当金 81,638 64,846

その他 1,631,676 1,849,805

流動負債合計 4,620,730 6,003,397

固定負債   

社債 196,000 176,000

長期借入金 2,521,082 2,310,678

退職給付引当金 359,359 382,950

その他 749,568 729,655

固定負債合計 3,826,010 3,599,284

負債合計 8,446,740 9,602,681

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,906,750 1,908,750

資本剰余金 2,053,073 2,055,073

利益剰余金 7,283,268 7,433,579

自己株式 △394,610 △394,610

株主資本合計 10,848,482 11,002,792

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,273 67,268

為替換算調整勘定 △861,483 △40,332

その他の包括利益累計額合計 △821,209 26,935

少数株主持分 369,410 554,759

純資産合計 10,396,682 11,584,488

負債純資産合計 18,843,423 21,187,169
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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 2,695,557 3,385,406

売上原価 1,853,859 2,339,933

売上総利益 841,697 1,045,473

販売費及び一般管理費 832,613 930,731

営業利益 9,084 114,741

営業外収益   

受取利息 12,537 17,587

受取配当金 3,412 2,763

為替差益 － 104,276

不動産賃貸料 959 651

その他 3,161 26,428

営業外収益合計 20,071 151,707

営業外費用   

支払利息 24,332 26,183

為替差損 65,173 －

その他 13,700 272

営業外費用合計 103,206 26,455

経常利益又は経常損失（△） △74,051 239,993

特別利益   

固定資産売却益 231,758 27

特別利益合計 231,758 27

特別損失   

固定資産売却損 707 390

特別損失合計 707 390

税金等調整前四半期純利益 157,000 239,631

法人税、住民税及び事業税 48,779 96,107

法人税等調整額 24,853 △13,381

法人税等合計 73,633 82,725

少数株主損益調整前四半期純利益 83,366 156,905

少数株主利益 6,865 6,594

四半期純利益 76,500 150,310
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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 83,366 156,905

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,963 26,994

為替換算調整勘定 571,753 852,631

その他の包括利益合計 550,789 879,626

四半期包括利益 634,156 1,036,531

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 605,551 998,456

少数株主に係る四半期包括利益 28,604 38,075
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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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