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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 9,501 0.7 168 128.5 315 69.3 200 61.9
25年3月期第1四半期 9,438 △3.9 73 △67.0 186 △34.6 123 △39.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 805百万円 （77.3％） 25年3月期第1四半期 454百万円 （23.5％）

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 13.36 ―

25年3月期第1四半期 8.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 37,396 13,711 36.1 900.22
25年3月期 35,981 13,025 35.7 856.40

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,494百万円 25年3月期  12,837百万円

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 ― 8.00 8.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 18,650 2.2 300 31.0 380 112.1 280 207.1 18.68
通期 36,700 7.3 600 150.2 650 120.4 500 281.9 33.35



(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ます。なお、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ました。 

※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およ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および業績予想のご利用に当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。 

※  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   ：  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 15,533,232 株 25年3月期 15,533,232 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 542,853 株 25年3月期 542,853 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,990,379 株 25年3月期1Q 14,993,136 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では個人消費や住宅投資の堅調な増加が見られ緩やかな

景気回復が続いていますが、欧州では景気低迷が長期化し、アジアでは中国の投資抑制策などから景気減速が懸念

される状況にあります。 

一方、日本経済においては、金融政策等による円高の是正や株価の上昇等から緩やかに景気は回復してまいり

ました。 

このような状況のもとで、当社グループはグローバル市場で積極的な販売活動を行ってまいりました。その結

果、当第1四半期連結累計期間における売上高は、為替の影響による増加等もあり、9,501百万円と前年同期と比べ

62百万円の増加（前年同期比0.7％増）となりました。このため、営業利益は168百万円と前年同期と比べ94百万円

の増加（前年同期比128.5％増）、経常利益は315百万円と前年同期と比べ129百万円の増加（前年同期比69.3％

増）、四半期純利益は200百万円と前年同期と比べ76百万円の増加（前年同期比61.9％増）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①輸送機器用事業  

輸送機器用事業においては、欧州の販売は景気低迷の影響から苦戦を強いられていますが、北米及びアジアの販

売は順調に推移してまいりました。 

 その結果、売上高は7,206百万円と前年同期と比べ185百万円の増加（前年同期比2.7％増）となり、セグメント

利益は252百万円と前年同期と比べ161百万円の増加（前年同期比177.7％増）となりました。 

  

②一般産業用事業 

一般産業用事業においては、モーター、変減速機業界向けの販売は、国内及び中国の設備投資の回復等により

増加となりましたが、ＯＡ機器、昇降・運搬、金属工作業界向けの販売は減少となりました。 

その結果、売上高は2,130百万円と前年同期と比べ146百万円の増加（前年同期比7.4％増）となり、セグメント

損失は６百万円と前年同期と比べ８百万円の減少（前年同期は１百万円のセグメント利益）となりました。 

  

③その他  

 その他では、売上高が164百万円と前年同期と比べ269百万円の減少（前年同期比62.1％減）となりました。セグ

メント利益は10百万円と前年同期と比べ７百万円の減少（前年同期比42.0％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 流動資産は主に、受取手形及び売掛金等の増加により25,475百万円（前期末比1,082百万円増）となりました。

固定資産は主に、有形固定資産の増加により11,921百万円（前期末比333百万円増）となりました。その結果、総

資産は37,396百万円（前期末比1,415百万円増）となりました。 

  

（負債の部） 

 流動負債は主に、支払手形及び買掛金、短期借入金、その他に含まれる未払費用の増加等により19,212百万円

（前期末比884百万円増）となりました。固定負債は主に、長期借入金の約定弁済に伴う減少等により4,473百万円

（前期末比154百万円減）となりました。その結果、負債合計は23,685百万円（前期末比730百万円増）となりまし

た。 

  

（純資産の部） 

 純資産合計は、当期純利益、為替換算調整勘定の借方残の減少により13,711百万円（前期末比685百万円増）と

なりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点では、平成25年５月13日に公表いたしました平成26年３月期業績予想に変更ありません。ただし、今後の

経営環境を踏まえ、業績予想の修正が必要である場合は、適時に開示してまいります。    

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。   

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：百万円）

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 6,359 6,347

受取手形及び売掛金 10,175 11,335

有価証券 48 23

商品及び製品 3,370 3,023

仕掛品 2,328 2,457

原材料及び貯蔵品 1,501 1,571

繰延税金資産 131 130

その他 650 774

貸倒引当金 △171 △188

流動資産合計 24,393 25,475

固定資産   

有形固定資産 9,425 9,765

無形固定資産   

その他 197 195

無形固定資産合計 197 195

投資その他の資産 1,965 1,959

固定資産合計 11,587 11,921

資産合計 35,981 37,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,056 8,400

短期借入金 8,779 9,104

未払法人税等 48 104

賞与引当金 227 87

その他 1,215 1,515

流動負債合計 18,327 19,212

固定負債   

長期借入金 3,156 2,952

繰延税金負債 243 227

役員退職慰労引当金 435 438

退職給付引当金 139 136

関係会社整理損失引当金 160 156

資産除去債務 24 24

その他 468 537

固定負債合計 4,628 4,473

負債合計 22,955 23,685
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（単位：百万円）

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 1,858 1,858

資本剰余金 1,844 1,844

利益剰余金 10,765 10,845

自己株式 △343 △343

株主資本合計 14,125 14,206

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 291 267

為替換算調整勘定 △1,580 △979

その他の包括利益累計額合計 △1,288 △711

少数株主持分 187 216

純資産合計 13,025 13,711

負債純資産合計 35,981 37,396
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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 9,438 9,501

売上原価 8,345 8,236

売上総利益 1,092 1,264

販売費及び一般管理費 1,018 1,095

営業利益 73 168

営業外収益   

受取利息 3 7

受取配当金 16 17

為替差益 130 166

その他 37 31

営業外収益合計 187 222

営業外費用   

支払利息 47 51

手形売却損 3 1

持分法による投資損失 1 3

租税公課 16 8

その他 6 11

営業外費用合計 75 76

経常利益 186 315

特別損失   

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 6 －

特別損失合計 6 －

税金等調整前四半期純利益 179 315

法人税、住民税及び事業税 68 89

法人税等調整額 △15 15

法人税等合計 53 104

少数株主損益調整前四半期純利益 126 211

少数株主利益 2 10

四半期純利益 123 200
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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 126 211

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70 △24

為替換算調整勘定 388 601

持分法適用会社に対する持分相当額 10 17

その他の包括利益合計 328 594

四半期包括利益 454 805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 426 776

少数株主に係る四半期包括利益 27 28
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 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） 

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防災関連

業界向け等の輸送機器用事業および一般産業用事業以外の事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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）

（セグメント情報等）

           (単位：百万円)

  

報告セグメント 

 その他（注） 合計 
輸送機器用事業 一般産業用事業 計 

売上高      

外部顧客への売

上高 
 7,020  1,984  9,004  433  9,438

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1  6  7  －  7

計  7,021  1,990  9,012  433  9,445

セグメント利益  91  1  92  17  110

   (単位：百万円)

利益 金額 

報告セグメント計  92

「その他」の区分の利益  17

内部取引消去  0

棚卸資産の調整  △43

減価償却費の調整  3

全社費用（注）  3

四半期連結損益計算書の営業利益  73
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Ⅱ 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） 

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防災関連

業界向け等の輸送機器用事業および一般産業用事業以外の事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

   

   

           (単位：百万円)

  

報告セグメント 

 その他（注） 合計 
輸送機器用事業 一般産業用事業 計 

売上高      

外部顧客への売

上高 
 7,206  2,130  9,336  164  9,501

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1  1  3  －  3

計  7,208  2,132  9,340  164  9,504

セグメント利益

又は損失（△） 
 252  △6  245  10  256

   (単位：百万円)

利益 金額 

報告セグメント計  245

「その他」の区分の利益  10

内部取引消去  △10

棚卸資産の調整  △80

減価償却費の調整  3

全社費用（注）  0

四半期連結損益計算書の営業利益  168
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