
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

 
  
  

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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２四半期 9,863 △4.3 385 △59.4 388 △57.3 130 △75.9
25年３月期第２四半期 10,303 3.1 949 77.4 908 100.5 540 153.2

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 835百万円( 16.0％) 25年３月期第２四半期 720百万円( 76.0％)

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２四半期 1.99 ―
25年３月期第２四半期 8.24 ―

（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２四半期 26,281 14,205 45.0
25年３月期 24,791 13,616 46.3

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 11,821百万円 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 ― 2.00

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

通期 21,600 2.7 1,380 △10.9 1,300 △13.5 600 △29.1 9.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 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２Ｑ 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２Ｑ 167,710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２Ｑ 65,615,076株 25年３月期２Ｑ 65,621,107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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益が改善し、景気が緩やか

に回復してまいりました。また、個人消費は、雇用者所得、消費者マインドの改善による持ち直しの動

きにより底堅く推移し、設備投資も非製造業を中心に持ち直してまいりました。今後におきましては、

各種政策効果の発現により個人所得や設備投資の増加による景気回復の動きが確かなものになることが

期待されますが、引き続き海外景気の下振れがわが国の景気を下押しする懸念もあります。 

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２四半

期連結累計期間における受注総額は5,623億円となり、前年同累計期間に比較して10.8％減となりまし

た。内需は、1,988億円（前年同累計期間比2.2％増）、外需3,634億円（前年同累計期間比16.6％減）

となり、外需比率64.6％となっております。 

当社グループにおきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は、世界的な工作機械需要減少等

の影響から9,863百万円となり、前年同累計期間に比べ、4.3％減となりました。利益につきましても、

需要の減少に伴う販売価格の低迷及び円安による仕入価格の上昇により営業利益385百万円（前年同累

計期間比59.4％減）、経常利益388百万円（前年同累計期間比57.3％減）、四半期純利益130百万円（前

年同累計期間比75.9％減）となりました。 

  

  

当第２四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1,490百万円増加し、26,281百万円となりました。この増加は、主に現金及び預金、たな卸資産、

有形固定資産がそれぞれ315百万円、801百万円、332百万円増加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、900百万円増加し、12,075百万円となりました。この増加は

主に支払手形及び買掛金が921百万円増加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、589百万円増加し、14,205百万円となりました。この増加は主

に為替換算調整勘定、少数株主持分がそれぞれ340百万円、256百万円増加したことによるものでありま

す。 

  

当社グループにおきましては、当第２四半期における業績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直し

を行った結果、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

しました平成26年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本

日公表いたしました「平成26年３月期 第２四半期累計期間における連結業績予想値と決算値の差異お

よび通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,507,887 4,823,735

受取手形及び売掛金 6,735,234 6,884,054

有価証券 800,137 400,000

商品及び製品 1,064,970 1,233,255

仕掛品 3,701,703 4,018,341

原材料及び貯蔵品 1,153,735 1,470,750

その他 728,369 995,259

貸倒引当金 △173,437 △192,075

流動資産合計 18,518,599 19,633,321

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,800,642 3,092,006

その他（純額） 3,024,576 3,065,748

有形固定資産合計 5,825,218 6,157,755

無形固定資産 11,084 11,866

投資その他の資産   

その他 460,623 512,402

貸倒引当金 △24,216 △33,846

投資その他の資産合計 436,407 478,556

固定資産合計 6,272,709 6,648,178

資産合計 24,791,309 26,281,500

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,362,289 5,284,084

短期借入金 1,252,612 1,321,253

未払法人税等 370,306 164,793

賞与引当金 152,669 161,022

役員賞与引当金 17,000 －

製品保証引当金 111,579 155,198

その他 1,460,619 1,552,687

流動負債合計 7,727,077 8,639,040

固定負債   

長期借入金 2,472,663 2,425,172

退職給付引当金 670,371 680,162

資産除去債務 28,162 28,331

その他 276,621 303,039

固定負債合計 3,447,818 3,436,705

負債合計 11,174,896 12,075,745
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９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 7,988,744

自己株式 △28,984 △29,556

株主資本合計 11,848,179 11,846,682

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 49,311

為替換算調整勘定 △415,016 △74,786

その他の包括利益累計額合計 △360,148 △25,475

少数株主持分 2,128,383 2,384,547

純資産合計 13,616,413 14,205,754

負債純資産合計 24,791,309 26,281,500
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,303,163 9,863,486

売上原価 7,179,957 7,286,304

売上総利益 3,123,206 2,577,182

販売費及び一般管理費 2,173,793 2,192,078

営業利益 949,413 385,103

営業外収益   

受取利息 4,005 6,732

受取配当金 2,015 2,011

仕入割引 20,583 61

為替差益 － 36,773

その他 37,085 14,195

営業外収益合計 63,689 59,773

営業外費用   

支払利息 19,649 25,653

為替差損 47,306 －

租税公課 28,533 24,341

その他 8,902 6,622

営業外費用合計 104,392 56,617

経常利益 908,710 388,260

税金等調整前四半期純利益 908,710 388,260

法人税等 276,836 127,708

少数株主損益調整前四半期純利益 631,874 260,551

少数株主利益 91,327 130,243

四半期純利益 540,546 130,308
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 631,874 260,551

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,422 △5,556

為替換算調整勘定 108,101 580,827

その他の包括利益合計 88,678 575,271

四半期包括利益 720,552 835,823

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 575,352 464,981

少数株主に係る四半期包括利益 145,200 370,841
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 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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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