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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 14,645 △10.0 779 △30.5 1,014 37.8 810 44.7
25年3月期第2四半期 16,268 17.0 1,121 32.8 736 28.0 560 19.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,023百万円 （109.9％） 25年3月期第2四半期 487百万円 （61.0％）

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 40.76 40.36
25年3月期第2四半期 28.17 27.98

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 41,184 24,194 57.8
25年3月期 41,062 23,327 55.9
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  23,805百万円 25年3月期  22,968百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
26年3月期 ― 4.00
26年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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 32,000 0.1 1,600 4.6 1,600 △24.7 1,300 △27.8 65.35
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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（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、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あります。 

※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３ページ「（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 22,272,000 株 25年3月期 22,272,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,379,890 株 25年3月期 2,379,834 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 19,892,119 株 25年3月期2Q 19,892,166 株
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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、政府の経済政策の効果により、為替相場が比較

的落ち着いて推移する等、景況感の改善が進み企業収益や個人消費に回復の兆しが見えてまいりまし

た。 

当社グループの属する射出成形機業界におきましては、北米地域等を中心に需要が堅調に推移しま

したが、新興国経済の減速感に加え、国内需要もやや伸び悩むなど、先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、主力である射出成形機の

売上高が、北米地域で伸長したものの、アジア地域および国内で伸び悩んだことから売上高合計は146

億４千５百万円（前年同四半期比10.0％減）となりました。製品別売上高につきましては、射出成形

機売上高が112億６百万円（前年同四半期比10.0％減）、周辺機器売上高が８億２千万円（同34.9％

減）、金型等の売上高が３億７千８百万円（同22.3％減）とそれぞれ減少しました。一方、部品売上

高は22億４千万円（同8.1％増）と増加いたしました。 

利益面につきましては、射出成形機の売上高が減少したことから営業利益７億７千９百万円（前年

同四半期比30.5％減）となりました。一方で、円安による為替差益１億４千１百万円を計上したこと

等により、経常利益は10億１千４百万円（前年同四半期比37.8％増）となり、これらの結果、四半期

純利益は８億１千万円（同44.7％増）となりました。 

  

  セグメントの状況は以下のとおりです。 

①日本 

国内の設備投資需要の立ち上がりが鈍かったこと等から売上高（外部売上高）は83億４千２百万円

（前年同四半期比6.5％減）、営業利益は５億３千３百万円（同25.5％減）となりました。 

 ②アメリカ地域 

自動車関連等を中心に需要が堅調であったこと等から売上高（外部売上高）は33億５千７百万円

（前年同四半期比15.6％増）、営業利益は１億６千４百万円（同13.3％減）となりました。 

 ③アジア地域 

中国をはじめとした東アジア地域においてＯＡ・通信関連の需要が堅調に推移いたしましたが、昨

年までのタイの水害復興需要が剥落したこと等から売上高（外部売上高）は29億４千４百万円（前年

同四半期比33.7％減）、営業利益は１億２千９百万円（同47.1％減）となりました。 

  

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
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① 資産・負債および純資産等の状況 

当第２四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度に比べ１億２千１百万円増加し、

411億８千４百万円となりました。主たる増加要因は、商品及び製品の増加６億９千４百万円および

仕掛品の増加４億８千８百万円であり、主たる減少要因は、受取手形及び売掛金の減少18億３百万円

であります。 

負債合計は、前連結会計年度に比べ７億４千４百万円減少し、169億９千万円となりました。主た

る増加要因は、長期借入金の増加６億５千９百万円であり、主たる減少要因は、支払手形及び買掛金

の減少13億３千５百万円および短期借入金の減少１億円であります。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ８億６千６百万円増加し、241億９千４百万円となりまし

た。主たる増加要因は利益剰余金の増加６億３千１百万円および為替換算調整勘定の増加１億３千９

百万円であります。 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△１億７千５百万円

（前年同四半期実績は８億５千８百万円）となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要

因は、税金等調整前四半期純利益10億１千４百万円および売上債権の減少額21億６千２百万円であ

り、キャッシュ・アウトの主たる要因は、仕入債務の減少額24億９千万円およびたな卸資産の増加

額11億９千９百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△６億５千７百万円

（前年同四半期実績は△４億７千２百万円）となりました。このうち、キャッシュ・アウトの主た

る要因は、有形固定資産の取得による支出５億７千万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、４億６千６百万円

（前年同四半期実績は△３億１百万円）となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因

は、長期借入れによる収入10億円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、配当金の支払額１

億７千８百万円であります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結累

計期間に比べ１億７千５百万円減少し、69億９千７百万円となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、本資料の開示時点において、平成25年５月10日に公表した各予想値

を修正しておりません。今後、受注状況や環境要因の変化等を勘案し、業績予想の修正が必要と判断さ

れる場合には、可及的速やかに開示することといたします。 

当社グループといたしましては、経営資源のグローバル化とイノベーションを軸として連結経営機能

を強化し、高収益企業を目指してまいります。 

  

（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

日精樹脂工業㈱（6293）平成26年３月期第２四半期決算短信

3



  

該当事項はありません。 

  

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

（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：百万円)

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 7,252 7,000

受取手形及び売掛金 10,657 8,854

商品及び製品 4,904 5,598

仕掛品 2,240 2,728

原材料及び貯蔵品 3,582 3,817

未収入金 2,260 2,402

その他 730 859

貸倒引当金 △226 △233

流動資産合計 31,403 31,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,551 2,836

機械装置及び運搬具（純額） 879 1,175

土地 4,427 4,440

その他 562 427

有形固定資産合計 8,420 8,879

無形固定資産 383 302

投資その他の資産

投資有価証券 727 827

その他 154 173

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 855 973

固定資産合計 9,659 10,156

資産合計 41,062 41,184

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,288 9,952

短期借入金 200 100

未払法人税等 204 49

引当金 301 297

その他 1,794 1,871

流動負債合計 13,788 12,271

固定負債

長期借入金 625 1,284

退職給付引当金 2,949 3,044

その他 370 389

固定負債合計 3,946 4,718

負債合計 17,735 16,990
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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 5,362 5,362

資本剰余金 5,488 5,488

利益剰余金 13,496 14,128

自己株式 △1,141 △1,141

株主資本合計 23,205 23,837

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 138 204

為替換算調整勘定 △375 △236

その他の包括利益累計額合計 △237 △32

新株予約権 48 70

少数株主持分 310 318

純資産合計 23,327 24,194

負債純資産合計 41,062 41,184
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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：百万円)

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 16,268 14,645

売上原価 12,168 10,490

売上総利益 4,100 4,154

販売費及び一般管理費 2,978 3,374

営業利益 1,121 779

営業外収益

受取利息 7 9

受取配当金 7 8

為替差益 － 141

その他 97 90

営業外収益合計 112 250

営業外費用

支払利息 22 10

為替差損 464 －

その他 11 4

営業外費用合計 497 15

経常利益 736 1,014

税金等調整前四半期純利益 736 1,014

法人税等 125 186

少数株主損益調整前四半期純利益 610 828

少数株主利益 50 17

四半期純利益 560 810
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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：百万円)

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 610 828

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53 65

為替換算調整勘定 △69 129

その他の包括利益合計 △123 195

四半期包括利益 487 1,023

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 446 1,015

少数株主に係る四半期包括利益 40 7
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

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 736 1,014

減価償却費 393 383

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 89 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86 94

受取利息及び受取配当金 △15 △17

支払利息 22 10

売上債権の増減額（△は増加） △802 2,162

たな卸資産の増減額（△は増加） 15 △1,199

未収消費税等の増減額（△は増加） 138 233

仕入債務の増減額（△は減少） 543 △2,490

その他 △118 △50

小計 1,093 144

利息及び配当金の受取額 32 17

利息の支払額 △25 △5

法人税等の支払額 △242 △331

営業活動によるキャッシュ・フロー 858 △175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △427 △570

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △28 △69

その他 △16 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △472 △657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △28 △100

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 － △147

配当金の支払額 △118 △178

自己株式の取得による支出 － △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △154 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △301 466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16 △255

現金及び現金同等物の期首残高 7,156 7,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,172 6,997
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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及び利益の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益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．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。 

  

（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）

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

日本 アメリカ地域 アジア地域

売上高

  外部顧客への売上高 8,919 2,904 4,444 16,268

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,365 ― 1,083 7,448

計 15,285 2,904 5,527 23,717

セグメント利益 715 189 244 1,149

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,149

セグメント間取引消去 △27

四半期連結損益計算書の営業利益 1,121
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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及び利益の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益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．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

合計

日本 アメリカ地域 アジア地域

売上高

  外部顧客への売上高 8,342 3,357 2,944 14,645

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,179 27 2,010 8,217

計 14,522 3,385 4,955 22,863

セグメント利益 533 164 129 826

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 826

セグメント間取引消去 △46

四半期連結損益計算書の営業利益 779
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