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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）

(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2四半期 2,931 5.9 37 ― 121 ― 36 △31.6
25年3月期第2四半期 2,768 △6.5 △62 ― △17 ― 53 △70.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 26百万円 （168.3％） 25年3月期第2四半期 9百万円 （―％）

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2四半期 5.75 ―
25年3月期第2四半期 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2四半期 10,791 8,586 79.6 1,345.25
25年3月期 10,871 8,757 80.6 1,358.63
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 8,586百万円 25年3月期 8,757百万円

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 ― 23.00 23.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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、対前期増減率）

（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

通期 6,200 4.8 200 ― 430 △29.6 270 △48.3 42.17



(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の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。

※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。
なお、上記予想に関する事項は、［添付資料］Ｐ．２「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」をご覧下さい。

※  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2Q 6,967,473 株 25年3月期 6,967,473 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 584,943 株 25年3月期 521,643 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,422,032 株 25年3月期2Q 6,537,324 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、着実に景気回復への歩みを進めており、円安効果により輸

出の改善が続いていることに加え、内需につきましても持ち直しの動きが続いております。設備・住宅関連につき

ましても、消費税率引き上げを控えての住宅着工件数の増加や、企業業績の改善を背景とした設備投資の増加が続

いております。今後については、先行した消費マインドの高まりに一服感が出るなど、調整局面も見込まれます

が、底堅い公共投資や、海外経済の回復による輸出の増加などが下支えし、景気持ち直しの動きは維持されるもの

とみられております。 

当社グループにおきましても、一昨年におけるタイ国での洪水に被災した子会社ヨシタケ・ワークス・タイラン

ド株式会社（以下、YWT）が新工場での操業を本格化し、洪水前の生産能力を取り戻していく中、米国、中国など

への輸出が増加し売上高を押し上げるなど、生産体制、販売体制ともに復旧、復興へと向かっております。今後に

おきましては、新興国経済などに懸念材料がありますが、日本およびタイ国での生産体制におけるベストミックス

を構築するとともに販売力の強化をより一層進めてまいります。

このような状況のもと、当社グループは引き続き積極的な提案営業を展開しました結果、連結売上高は29億31百

万円（前年同期比5.9％増）となりました。

損益面では、生産の効率化、工数低減やコスト削減を強力に推し進めました結果、経常利益は１億21百万円（前

年同期は経常損失17百万円）となりましたが、前年度は洪水被害に伴う受取保険金もあり、四半期純利益は36百万

円（前年同期比31.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は107億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ79百万円減少しまし

た。主に有形固定資産が３億75百万円増加したものの、配当金の支払や法人税等の納税などにより現金及び預金が

４億82百万円減少したことなどによります。

負債は22億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円増加しました。主にカワキ計測工業株式会社にお

ける１年内返済予定の長期借入金が１億９百万円減少したものの、当第２四半期連結会計期間において短期借入金

３億円を計上したことなどによります。

純資産は85億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億71百万円減少しました。主に四半期純利益を36百万

円計上したものの、配当金の支払により利益剰余金が１億11百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の連結業績予想は、第２四半期までの業績などを踏まえ、平成25年５月20日に公表しました通期業績予想

を、平成25年10月28日に「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり変更しております。概略に

ついては以下のとおりであります。

平成26年３月期通期連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（修正の理由）

平成26年３月期の通期連結業績予想につきましては、既存取引先への拡販や新規取引先への販路拡大を強力に展

開するとともに、より一層のコスト削減を推し進めてまいりますが、国内需要の回復が想定を下回って推移してい

ること、YWT新工場の本格稼働に向け追加費用の発生が見込まれることなどから、当第２四半期連結累計期間の業

績も踏まえ、従来の予想を引き下げております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 6,450 400 640 450 69.81

今回修正予想（Ｂ） 6,200 200 430 270 42.17

増減額（Ｂ－Ａ） △250 △200 △210 △180 ―

増減率（％） △3.9 △50.0 △32.8 △40.0 ―

（ご参考）前期実績

（平成25年３月期）
5,913 △94 610 522 80.23



（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。

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 1,441,162 958,342

受取手形及び売掛金 1,702,254 1,767,287

有価証券 201,200 －

商品及び製品 706,170 754,864

仕掛品 517,233 544,002

原材料及び貯蔵品 776,694 818,430

その他 183,407 223,807

流動資産合計 5,528,123 5,066,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,591,396 2,896,804

減価償却累計額 △1,573,668 △1,607,449

建物及び構築物（純額） 1,017,727 1,289,354

機械装置及び運搬具 2,381,956 2,384,986

減価償却累計額 △1,512,869 △1,540,594

機械装置及び運搬具（純額） 869,086 844,392

土地 873,091 864,370

リース資産 80,864 80,864

減価償却累計額 △55,348 △62,184

リース資産（純額） 25,515 18,679

建設仮勘定 419,165 555,674

その他 758,132 778,405

減価償却累計額 △721,035 △733,557

その他（純額） 37,097 44,847

有形固定資産合計 3,241,683 3,617,318

無形固定資産

のれん 4,169 2,084

その他 24,286 19,629

無形固定資産合計 28,456 21,714

投資その他の資産

投資有価証券 1,709,094 1,713,970

その他 370,855 378,896

貸倒引当金 △6,898 △6,955

投資その他の資産合計 2,073,051 2,085,912

固定資産合計 5,343,191 5,724,945

資産合計 10,871,314 10,791,679



（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 692,762 606,746

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 137,560 28,560

未払法人税等 89,330 80,523

賞与引当金 157,308 146,028

その他 244,770 260,115

流動負債合計 1,321,731 1,421,973

固定負債

長期借入金 161,920 147,640

リース債務 12,533 5,315

退職給付引当金 324,604 329,157

役員退職慰労引当金 265,293 273,668

資産除去債務 27,711 27,799

固定負債合計 792,062 783,581

負債合計 2,113,794 2,205,554

純資産の部

株主資本

資本金 1,908,674 1,908,674

資本剰余金 2,657,905 2,657,905

利益剰余金 4,742,903 4,631,576

自己株式 △404,694 △454,644

株主資本合計 8,904,788 8,743,511

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,275 59,135

為替換算調整勘定 △211,544 △216,522

その他の包括利益累計額合計 △147,268 △157,386

純資産合計 8,757,519 8,586,124

負債純資産合計 10,871,314 10,791,679



（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 2,768,499 2,931,161

売上原価 1,795,365 1,862,921

売上総利益 973,134 1,068,239

販売費及び一般管理費 1,035,471 1,030,984

営業利益又は営業損失（△） △62,337 37,255

営業外収益

受取利息 20,825 27,449

受取配当金 2,254 2,113

持分法による投資利益 105,793 35,264

為替差益 － 19,125

その他 29,531 12,627

営業外収益合計 158,405 96,579

営業外費用

支払利息 1,396 1,665

売上割引 5,132 4,586

為替差損 98,170 －

その他 8,619 6,095

営業外費用合計 113,319 12,346

経常利益又は経常損失（△） △17,250 121,487

特別利益

受取保険金 83,900 －

特別利益合計 83,900 －

税金等調整前四半期純利益 66,650 121,487

法人税、住民税及び事業税 48,114 81,022

法人税等調整額 △35,427 3,538

法人税等合計 12,687 84,560

少数株主損益調整前四半期純利益 53,962 36,927

少数株主利益 － －

四半期純利益 53,962 36,927



（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 53,962 36,927

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,458 △5,139

繰延ヘッジ損益 △3,878 －

為替換算調整勘定 △51,615 △36,489

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,935 31,511

その他の包括利益合計 △43,971 △10,118

四半期包括利益 9,990 26,809

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,990 26,809

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 66,650 121,487

減価償却費 104,907 124,978

のれん償却額 2,779 2,084

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,922 △11,280

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,822 4,889

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,375 8,375

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,621 56

受取利息及び受取配当金 △23,079 △29,562

支払利息 1,396 1,665

為替差損益（△は益） 87,594 △21,597

持分法による投資損益（△は益） 48,091 82,176

受取保険金 △83,900 －

売上債権の増減額（△は増加） 40,219 △68,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △310,356 △135,347

仕入債務の増減額（△は減少） △24,865 △88,440

その他 30,717 △50,663

小計 △44,191 △60,059

利息及び配当金の受取額 34,941 42,730

利息の支払額 △1,396 △1,805

保険金の受取額 391,240 －

製品補償費の支払額 △44,273 －

法人税等の支払額 △69,435 △84,713

法人税等の還付額 30,914 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 297,799 △103,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △35,419 △10,373

定期預金の払戻による収入 35,100 11,872

有形固定資産の取得による支出 △913,425 △547,798

有形固定資産の売却による収入 77 136

無形固定資産の取得による支出 △1,697 △3,955

有価証券の償還による収入 － 200,000

投資有価証券の取得による支出 △630 △645

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

その他の支出 △7,627 △11,229

その他の収入 4,294 4,442

投資活動によるキャッシュ・フロー △819,329 △357,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 300,000

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △16,400 △123,280

自己株式の取得による支出 △32,070 △49,950

配当金の支払額 △137,607 △148,254

リース債務の返済による支出 △7,323 △7,185

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,400 △28,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,184 7,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △607,115 △482,796

現金及び現金同等物の期首残高 2,566,774 1,399,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,959,659 917,014



該当事項はありません。

当社は、平成25年６月27日開催の取締役会において、市場買付けの方法により自己株式を取得することを決議し、

普通株式63,300株を取得しました。この結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が49,950千円増加して

おります。

Ⅰ 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）

１．報告セグメントごとの売上高およ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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（４）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）

日本
（千円）

東南アジア
（千円）

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 2,765,899 2,600 2,768,499

セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,211 306,037 310,249

計 2,770,111 308,638 3,078,749

セグメント利益又は損失

（△）
3,326 △74,096 △70,770

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 △70,770

のれんの償却額 △2,779

棚卸資産の調整額 11,213

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △62,337



Ⅱ 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）

１．報告セグメントごとの売上高およ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および当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

日本
（千円）

東南アジア
（千円）

合計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 2,889,282 41,879 2,931,161

セグメント間の内部売上高
又は振替高

5,364 509,956 515,321

計 2,894,647 551,835 3,446,483

セグメント利益又は損失

（△）
110,279 △36,780 73,498

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 73,498

のれんの償却額 △2,084

棚卸資産の調整額 △34,159

四半期連結損益計算書の営業利益 37,255
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