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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 27,013 △4.1 1,488 △42.7 2,114 10.9 1,664 △11.3
25年3月期第2四半期 28,170 △4.7 2,599 △32.1 1,906 △19.3 1,877 7.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,572百万円 （117.1％） 25年3月期第2四半期 1,645百万円 （23.6％）

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 33.09 ―
25年3月期第2四半期 37.31 ―

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 98,909 39,069 39.5
25年3月期 95,041 36,033 37.9
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  39,029百万円 25年3月期  35,991百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
26年3月期 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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  ：  有  
※連結業績予想の修正については、本日（平成25年11月８日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の予想値と決算値との差異および
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。 

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 56,500 2.7 3,500 △13.0 3,900 △27.2 3,200 △23.7 63.59



(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き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
法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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2Q 53,432,510 株 25年3月期 53,432,510 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,113,346 株 25年3月期 3,113,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 50,319,250 株 25年3月期2Q 50,319,827 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間における経済情勢は、海外においてはくすぶり続けていた欧州の財政問題に改善の動きが

見られ、米国では製造業の国内回帰が進み雇用創出の期待が高まっておりますが、中国の景気減速が不安視される

など地域によってばらつきのある不安定な状況で推移しました。わが国経済においては、政府の金融政策により円

高是正・株価上昇が進み、輸出産業を中心に業績が回復基調で推移したほか、長らく冷え込んでいた個人消費にも

持ち直しの動きが現れるなど、明るい兆しが見られました。 

 当社グループの業績を左右する設備投資需要は改善傾向でしたが、前年同四半期において業績に寄与したタイ国

の洪水被害からの復興需要や単価の高い射出成形機の大型案件が当四半期は無いため、業績はその影響を受けるこ

ととなりました。 

 このような環境のもと当社グループは、海外からの投資が盛んなベトナムに販売会社を開設し、成長市場の取り

込みに注力いたしました。また、ドイツのハノーバーで開催された国際的な工作機械の展示会の一つである「EMO 

Hannover 2013」に出展したほか、ベトナムで開催された「MTA Vietnam 2013」にも出展するなど、高い技術力が

要求される成熟市場のユーザーからコストパフォーマンスに優れた製品を求める成長市場のユーザーまで幅広いユ

ーザー層に対し積極的な営業活動を展開いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比11億56百万円減の270億13百万円（前年同四

半期比4.1％減）となりました。利益面では、営業利益は前年同四半期比11億10百万円減の14億88百万円（前年同

四半期比42.7％減）、経常利益は前年同四半期比２億８百万円増の21億14百万円（前年同四半期比10.9％増）、四

半期純利益は前年同四半期比２億12百万円減の16億64百万円（前年同四半期比11.3％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 前連結会計年度末と比較して、資産は38億68百万円増加し、989億９百万円となりました。主な増加要因として

は、現金及び預金が26億28百万円増加したことなどがあげられます。  

 また、負債においては前連結会計年度末と比較して、８億33百万円増加し、598億40百万円となりました。主な

増加要因としては、長期借入金が25億90百万円増加したことなどがあげられますが、短期借入金が６億48百万円、

支払手形及び買掛金が４億45百万円減少したことにより一部相殺されています。  

 純資産においては前連結会計年度末と比較して、30億35百万円増加し、390億69百万円となりました。主な増加

要因としては、利益剰余金が11億29百万円、為替換算調整勘定が16億15百万円増加したことなどがあげられま

す。   

   

（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、本日別途公表致しました「平成26年３月期第２四半期連結累計期間

の予想値と決算値と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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：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 25,533 28,162

受取手形及び売掛金 12,927 12,509

割賦売掛金 5 25

商品及び製品 5,554 6,691

仕掛品 6,097 5,987

原材料及び貯蔵品 9,724 9,341

その他 3,044 3,058

貸倒引当金 △198 △178

流動資産合計 62,688 65,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,114 20,809

機械装置及び運搬具 13,347 14,423

その他 11,138 10,226

減価償却累計額 △20,142 △21,018

有形固定資産合計 23,458 24,440

無形固定資産   

のれん 2,433 2,893

その他 1,150 1,463

無形固定資産合計 3,583 4,357

投資その他の資産   

その他 5,647 4,784

貸倒引当金 △337 △270

投資その他の資産合計 5,310 4,514

固定資産合計 32,352 33,312

資産合計 95,041 98,909



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,508 8,063

短期借入金 5,604 4,956

1年内返済予定の長期借入金 10,017 10,116

未払法人税等 460 310

引当金 833 878

その他 5,494 5,214

流動負債合計 30,919 29,541

固定負債   

社債 30 23

長期借入金 25,840 28,430

退職給付引当金 892 819

引当金 178 168

資産除去債務 224 226

その他 921 630

固定負債合計 28,088 30,299

負債合計 59,007 59,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,775 20,775

資本剰余金 5,879 5,879

利益剰余金 10,435 11,565

自己株式 △1,695 △1,695

株主資本合計 35,395 36,525

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 400 693

為替換算調整勘定 195 1,810

その他の包括利益累計額合計 595 2,504

少数株主持分 42 39

純資産合計 36,033 39,069

負債純資産合計 95,041 98,909



（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 28,170 27,013

売上原価 19,520 18,792

売上総利益 8,649 8,221

割賦販売未実現利益戻入額 2 1

割賦販売未実現利益繰入額 － 1

差引売上総利益 8,652 8,221

販売費及び一般管理費   

人件費 2,480 2,749

貸倒引当金繰入額 △37 △32

その他 3,610 4,016

販売費及び一般管理費合計 6,053 6,733

営業利益 2,599 1,488

営業外収益   

受取利息 39 31

受取配当金 18 34

為替差益 － 759

スクラップ売却益 42 21

その他 71 216

営業外収益合計 170 1,063

営業外費用   

支払利息 334 323

為替差損 476 －

その他 52 113

営業外費用合計 863 436

経常利益 1,906 2,114

特別利益   

固定資産売却益 18 35

受取保険金 1,285 －

その他 77 －

特別利益合計 1,382 35

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 27 18

減損損失 935 －

災害による損失 310 －

その他 18 2

特別損失合計 1,290 21

税金等調整前四半期純利益 1,997 2,128

法人税、住民税及び事業税 373 496

法人税等調整額 △259 △20

法人税等合計 113 475

少数株主損益調整前四半期純利益 1,884 1,652

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △12

四半期純利益 1,877 1,664



（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 1,884 1,652

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △238 293

為替換算調整勘定 0 1,627

その他の包括利益合計 △238 1,920

四半期包括利益 1,645 3,572

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,637 3,573

少数株主に係る四半期包括利益 8 △0



（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 1,997 2,128

減価償却費 1,098 1,225

のれん償却額 99 85

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △181

受取利息及び受取配当金 △57 △65

支払利息 334 323

為替差損益（△は益） 70 114

減損損失 935 －

災害損失 310 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,328 895

たな卸資産の増減額（△は増加） △466 824

仕入債務の増減額（△は減少） 221 △552

未払金の増減額（△は減少） △351 △153

前受金の増減額（△は減少） △1,510 147

その他 △1,607 △399

小計 △293 4,390

利息及び配当金の受取額 63 65

利息の支払額 △328 △335

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △255 △570

保険金の受取額 1,285 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 471 3,549

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 △69 △55

定期預金の払戻による収入 708 －

有形固定資産の取得による支出 △2,328 △1,711

有形固定資産の売却による収入 37 143

無形固定資産の取得による支出 △123 △355

投資有価証券の取得による支出 △1,001 △0

投資有価証券の売却による収入 816 7

関係会社株式の取得による支出 △48 △538

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△478 －

貸付けによる支出 △49 △9

貸付金の回収による収入 300 99

その他 △60 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,296 △2,362



（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) 

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） △8,897 △1,145

長期借入れによる収入 5,500 9,240

長期借入金の返済による支出 △2,560 △6,574

社債の償還による支出 △7 △7

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △301 △402

少数株主への配当金の支払額 △7 △10

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △51 △58

その他 △30 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,356 1,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,296 2,144

現金及び現金同等物の期首残高 27,316 25,514

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 1

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 425

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △29 △0

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,989 28,085



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又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．「工作機械 日本」の区分には、日本国内における受注で海外（韓国、台湾、インド等）への販売分を

含んでおります。 

   ２．「工作機械」のセグメント利益又は損失（△）の調整額85百万円には、セグメント間取引消去85百万円

が含まれております。 

   ３．「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、リース事業、印刷事業等を

含んでおります。 

４．セグメント利益又は損失（△）の調整額△９億97百万円には、セグメント間取引消去△80百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△９億16百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない本社機能に係る費用であります。 

５．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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   

工作機械 

産業機械 日本 
（注）１ 

北・南米 欧州 中華圏
その他 
アジア

計 
調整額 
（注）２ 

工作機械 
計  

売上高                   

外部顧客への売上高  6,568  1,696 2,225 4,663 2,094 17,249  －  17,249 8,204

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 4,570  1 12 2,270 4,762 11,617  △11,533  84 49

計  11,138  1,698 2,238 6,933 6,856 28,866  △11,533  17,333 8,253

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,264  228 124 228 296 2,142  85  2,228 1,067

  

報告セグメント 
その他 
（注）３ 

合計 
調整額 
（注）４ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）５ 

精密金型・
精密成形 

食品 
機械  

要素 
技術  

報告 
セグメント

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  1,432  697 560 28,144 26  28,170  － 28,170

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  － 1,420 1,554 126  1,681  △1,681 －

計  1,433  697 1,981 29,699 152  29,852  △1,681 28,170

セグメント利益又は 

損失（△） 
 94  △157 360 3,594 1  3,596  △997 2,599



２．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  

（固定資産に係る減損損失） 

 「工作機械その他アジア」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。 

 Sodick (Thailand) Co., Ltd.は前連結会計年度に発生した洪水によって建物に浸水被害を受けました

が、当第２四半期連結会計期間に修繕が完了いたしました。この建物について鑑定評価額を算定したところ

浸水被害の影響により帳簿価額を著しく下回っていたため減損の兆候があるものと判断しました。  

 またSodick (Thailand) Co., Ltd.は洪水によって被害を受けた設備を廃棄して保険金収入により新規設

備を取得し、水害リスクの分散・回避を目的として新工場を建設したほか、賃金の引き上げによる人件費の

増加が見込まれるなど固定費増加により営業活動から生じる損益の低下も見込まれるため、同社が保有する

固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては９億31百万円であります。  

  

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又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．「工作機械 日本」の区分には、日本国内における受注で海外（韓国、台湾、インド等）への販売分を

含んでおります。 

   ２．「工作機械」のセグメント利益又は損失（△）の調整額△１億89百万円には、セグメント間取引消去△

１億89百万円が含まれております。 

   ３．「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、リース事業、印刷事業等を

含んでおります。 

４．セグメント利益又は損失（△）の調整額△９億18百万円には、セグメント間取引消去１億22百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△10億40百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない本社機能に係る費用であります。 

５．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 工作機械事業（北・南米）セグメントにおいて、当社は平成25年６月25日付けで当社の連結子会社である

Sodick Holding Corporationの株式を追加取得し、当社持分比率を100％としております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間におけるのれんの増加額は５億38百万円であります。  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント   

工作機械 

産業機械 日本 
（注）１ 

北・南米 欧州 中華圏
その他 
アジア

計 
調整額 
（注）２ 

工作機械 
計  

売上高                   

外部顧客への売上高  6,480  2,434 2,719 5,768 1,739 19,141  －  19,141 4,371

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 4,560  2 22 1,967 6,049 12,603  △12,492  110 37

計  11,040  2,437 2,742 7,736 7,788 31,744  △12,492  19,251 4,408

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,486  391 121 357 △149 2,208  △189  2,018 418

  

報告セグメント 
その他 
（注）３ 

合計 
調整額 
（注）４ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）５ 

精密金型・
精密成形 

食品 
機械  

要素 
技術  

報告 
セグメント

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  1,225  1,549 676 26,963 50  27,013  － 27,013

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2  － 936 1,086 83  1,169  △1,169 －

計  1,227  1,549 1,612 28,050 133  28,183  △1,169 27,013

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △69  21 17 2,406 0  2,406  △918 1,488
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