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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 8,628 17.1 194 ― 177 ― 77 ―
25年3月期第1四半期 7,366 △44.5 △693 ― △695 ― △459 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 348百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △401百万円 （―％）

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 7.40 ―
25年3月期第1四半期 △43.72 ―

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 53,751 18,609 34.3
25年3月期 53,632 18,392 34.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  18,438百万円 25年3月期  18,214百万円

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 ― 12.50 12.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

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) 22,000 33.4 500 ― 400 ― 250 ― 23.79
通期 42,000 10.1 700 55.3 500 26.7 300 5.3 28.55



(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報告書レビュー手続きの対象外です。 

※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、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 
四半期決算補足説明資料に関しましては、当社ホームページに掲載予定です。 

※  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 10,756,090 株 25年3月期 10,756,090 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 249,412 株 25年3月期 249,412 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 10,506,678 株 25年3月期1Q 10,506,678 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、米国においては、住宅市場の持ち直しなどにより緩やかな回復基

調が続いておりますが、欧州経済の停滞が長期化していることに加え、中国などの新興国においても減速傾向にある

など、景気の先行き不透明感が残る状況で推移しました。一方、国内経済におきましては、政権交代に伴う経済対

策、金融対策への期待感から株価の上昇や円安の進行など変化の兆しが現れ、企業収益や個人消費の改善の動きがみ

られました。 

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、自動車関連生産設備事業での受注時の積極的なエンジ

ニアリング活動により、確実に受注に結びつけるための対応や、半導体関連生産設備事業では、既存のお客様への密

着した営業活動の展開など、営業・受注活動の強化に注力してまいりました。また、事業環境および負荷状況に応

じ、内部リソースを 大活用するための 適な人員配置を行うことで生産効率の向上を図ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は86億28百万円（前年同期比17.1%増）となり、営業利益は

１億94百万円(前年同期は６億93百万円の営業損失)、経常利益は１億77百万円(前年同期は６億95百万円の経常損

失)、四半期純利益は77百万円（前年同期は４億59百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 事業部門別の営業概況は、以下のとおりであります。 

１）自動車関連生産設備事業 

  自動車関連生産設備事業におきましては、北米および中国向けのパワートレイン関連を中心とした案件を予

定どおり売上げました結果、売上高は35億53百万円（前年同期比96.4%増）となりました。 

２）半導体関連生産設備事業 

  半導体関連生産設備事業におきましては、製造受託案件の売上が予定どおりに推移しましたが、ウェーハハ

ンドリング装置関連の設備が低調でありました結果、売上高は28億11百万円（前年同期比4.2%減）となりまし

た。 

３）家電関連およびその他生産設備事業 

   家電関連およびその他生産設備事業におきましては、受注状況は堅調に推移しておりますが、売上につきま

しては電子部品を中心とした案件が低調でありました結果、売上高は10億97百万円（前年同期比29.0%減）とな

りました。 

  

セグメントの状況は以下のとおりであります。 

１）日本 

   日本におきましては、自動車関連生産設備事業および半導体関連生産設備事業における製造受託案件を中心

とした売上に加え、原価率が改善しました結果、売上高は76億61百万円（前年同期比30.7%増）、営業利益は１

億91百万円（前年同期は８億26百万円の営業損失）となりました。 

２）アジア 

   アジアにおきましては、家電および自動車関連の案件などを予定どおり売上げました結果、売上高は５億90

百万円（前年同期比32.2%減）、営業利益は１億26百万円（前年同期は９百万円）となりました。 

３）北米 

   北米におきましては、自動車メーカー向けの案件を中心とした引合いは堅調でありますが、予定した案件の

売上時期の延期などが影響しました結果、売上高は３億13百万円（前年同期比48.1%減）、営業損失は61百万円

（前年同期は１億85百万円の営業利益）となりました。 

４）欧州 

   欧州におきましては、欧州市場の不透明感から、自動車および家電メーカー向けを中心とした案件が低調に

推移しました結果、売上高は62百万円（前年同期比128.9%増）、営業損失は11百万円（前年同期は34百万円の

営業損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億18百万円増加し、537億51百万

円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加12億６百万円、受取手形及び売掛金の減少24億90百万円、

仕掛品の増加12億76百万円、繰延税金資産の増加２億74百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度

末に比べて98百万円減少し、351億42百万円となりました。その主な内訳は、１年内返済予定の長期借入金の減少

10億27百万円、前受金の増加10億18百万円、長期借入金の増加５億80百万円、退職給付引当金の減少73百万円、役

員退職慰労引当金の減少５億61百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.0％から

34.3％となりました。 

   

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 

 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13日に開示しました業績予想に変更はありません。 

   

（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 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 5,351,794 6,558,375

受取手形及び売掛金 21,462,073 18,971,248

商品及び製品 228,859 197,914

仕掛品 3,648,543 4,924,548

原材料及び貯蔵品 305,004 312,857

繰延税金資産 1,496,878 1,771,656

その他 1,132,270 1,269,232

貸倒引当金 △2,788 △2,856

流動資産合計 33,622,636 34,002,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,381,959 4,368,588

機械装置及び運搬具（純額） 1,070,762 1,062,716

工具、器具及び備品（純額） 396,668 412,767

土地 9,731,669 9,741,204

建設仮勘定 311,451 323,103

有形固定資産合計 15,892,511 15,908,380

無形固定資産   

借地権 25,781 25,781

ソフトウエア 204,037 196,005

のれん 34,339 32,218

その他 17,391 17,322

無形固定資産合計 281,550 271,327

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,836,251 3,569,027

固定資産合計 20,010,312 19,748,735

資産合計 53,632,949 53,751,712



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,341,442 7,158,251

短期借入金 6,403,964 6,963,290

1年内返済予定の長期借入金 5,476,985 4,449,092

未払金 505,642 323,096

未払費用 1,336,170 1,103,059

未払法人税等 93,267 95,355

前受金 1,134,508 2,152,701

賞与引当金 101,733 149,451

役員賞与引当金 27,629 －

製品保証引当金 310,346 327,019

工事損失引当金 93,232 25,176

繰延税金負債 802 589

その他 474,601 487,150

流動負債合計 23,300,327 23,234,235

固定負債   

長期借入金 7,360,932 7,941,643

繰延税金負債 26,254 26,689

再評価に係る繰延税金負債 2,474,958 2,474,958

退職給付引当金 1,021,430 948,388

役員退職慰労引当金 749,321 187,604

その他 307,474 329,102

固定負債合計 11,940,370 11,908,385

負債合計 35,240,697 35,142,620

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,633,962 2,633,962

資本剰余金 2,322,634 2,322,634

利益剰余金 9,343,274 9,289,739

自己株式 △243,161 △243,161

株主資本合計 14,056,709 14,003,174

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 557,145 587,842

繰延ヘッジ損益 △25,970 △21,061

土地再評価差額金 3,978,054 3,978,054

為替換算調整勘定 △351,708 △109,342

その他の包括利益累計額合計 4,157,521 4,435,493

少数株主持分 178,019 170,423

純資産合計 18,392,251 18,609,092

負債純資産合計 53,632,949 53,751,712



（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 7,366,716 8,628,469

売上原価 6,728,185 7,114,847

売上総利益 638,530 1,513,622

販売費及び一般管理費 1,331,926 1,318,632

営業利益又は営業損失（△） △693,395 194,990

営業外収益   

受取利息 1,110 973

受取配当金 1,542 1,964

為替差益 18,691 －

保険配当金 10,086 22,485

原材料等売却益 5,297 5,646

持分法による投資利益 4,781 586

その他 13,290 10,095

営業外収益合計 54,801 41,751

営業外費用   

支払利息 45,362 45,451

為替差損 － 8,589

その他 11,210 5,660

営業外費用合計 56,572 59,701

経常利益又は経常損失（△） △695,166 177,039

特別利益   

固定資産売却益 122 461

特別利益合計 122 461

特別損失   

固定資産除却損 503 669

固定資産売却損 2,729 93

投資有価証券売却損 － 236

投資有価証券評価損 40,335 －

特別損失合計 43,567 999

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△738,611 176,501

法人税等 △235,408 113,396

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△503,202 63,104

少数株主損失（△） △43,899 △14,693

四半期純利益又は四半期純損失（△） △459,303 77,798



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△503,202 63,104

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △96,853 30,696

繰延ヘッジ損益 42,273 4,909

為替換算調整勘定 156,493 249,463

その他の包括利益合計 101,913 285,069

四半期包括利益 △401,289 348,174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △360,660 355,770

少数株主に係る四半期包括利益 △40,628 △7,596



 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 

  

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） 

    
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 

  
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） 

（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：千円）

  日本 アジア 北米  欧州 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,862,873    871,561    604,876    27,404    7,366,716

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 394,342    41,519    42,748    5,467  484,078

計  6,257,216  913,080  647,625  32,871  7,850,794

セグメント利益又は損失（△）  △826,969  9,045  185,586  △34,767  △667,106

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △667,106

棚卸資産の調整額  △26,306

その他の調整額  17

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △693,395

  （単位：千円）

  日本 アジア 北米  欧州 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  7,661,125    590,757    313,869    62,717    8,628,469

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 415,735    79,787    66,658    4,838  567,020

計  8,076,861  670,544  380,527  67,556  9,195,490

セグメント利益又は損失（△）  191,231  126,296  △61,757  △11,611  244,159

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  244,159

棚卸資産の調整額  △49,409

その他の調整額  240

四半期連結損益計算書の営業利益  194,990



生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

  当第１四半期連結累計期間の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。 

  

  当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格および製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

（２）受注状況 

   当第１四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

   

 当第１四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別ごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

       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

セグメントの名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本  8,356,703  137.2

アジア  1,062,161  82.9

北米  505,811  89.8

欧州  85,452  191.1

合計  10,010,130  125.4

事業部門の名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  3,708,340  174.4

半導体関連生産設備事業  3,064,749  120.4

家電関連およびその他生産設備事業  1,999,761  91.7

その他  1,237,278  109.7

合計  10,010,130  125.4

セグメントの名称 
受注高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

日本  10,859,432  174.1  18,292,503  115.1

アジア  949,359  122.0  3,440,413  114.5

北米  240,667  38.3  1,674,535  194.2

欧州  192,410  62.4  207,082  64.6

合計  12,241,870  153.9  23,614,535  117.6

事業部門の名称 
受注高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

自動車関連生産設備事業  3,564,947  109.7  13,693,200  117.2

半導体関連生産設備事業  4,457,222  211.8  4,708,334  115.7

家電関連およびその他生産設備事業  2,547,731  180.9  3,968,700  105.4

その他  1,671,968  140.2  1,244,299  220.9

合計  12,241,870  153.9  23,614,535  117.6



（３）販売実績 

    当第１四半期連結累計期間の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。 

  

    当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の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。 

  

セグメントの名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本  7,661,125  130.7

アジア    590,757  67.8

北米    313,869  51.9

欧州  62,717  228.9

合計  8,628,469  117.1

事業部門の名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  3,553,689  196.4

半導体関連生産設備事業    2,811,314  95.8

家電関連およびその他生産設備事業  1,097,418  71.0

その他    1,166,046  108.1

合計  8,628,469  117.1
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