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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）

（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 2,817 △0.9 78 119.8 70 108.6 60 112.5

25年３月期第２四半期 2,843 △13.4 35 ― 33 ― 28 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 62百万円( 144.6 ％) 25年３月期第２四半期 25百万円( ― ％)

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 6. 54 ―

25年３月期第２四半期 3. 08 ―

（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 5,702 2,453 43.0

25年３月期 6,290 2,390 38.0

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 2,453百万円 25年３月期 2,390百万円

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 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

26年３月期 ― 0. 00

26年３月期(予想) ― 0. 00 0. 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、通期は対前期増減率)

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 6,000 2.5 160 32.5 150 27.9 130 322.0 14. 02



  

  

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。 

  

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「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

（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 ： 無

（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 9,350,000株 25年３月期 9,350,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 75,676株 25年３月期 74,901株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 9,274,770株 25年３月期２Ｑ 9,275,828株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間の金型部門の状況につきましては、円安の進行などにより主要顧客である自動

車メーカー各社の生産台数が回復し、新車開発需要は新興国市場向けを中心に堅調に推移しました。しかし

ながら、顧客の海外生産拠点の拡充、現地部品調達の流れは変わらず、国内の金型市場は依然として供給過

剰による価格の低下を強いられる厳しい状況が続きました。このような経営環境の中、当社はセキスイブラ

ンド戦略を軸に、顧客別ニーズにそった提案営業を推進し、競合他社との提供価値の差別化を進めてまいり

ましたが、当第２四半期連結累計期間の受注は、厳しい価格競争の影響と顧客の新車開発計画の延期などに

より、前年同期を下回る実績となりました。金型部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,956百万

円（前年同期比2.1%減）となり、営業利益は4百万円（前年同期比13.7%減）となりました。 

産業機器部門の状況につきましては、主要顧客からの高機能押出機関連設備の引合いは増加傾向にあるも

のの、計画延期等が多く発生し、厳しい受注環境が続きました。このような状況の中、主要顧客への訪問強

化、展示会への出展による受注量拡大に努めるとともに、高トルク押出機上市を始め、成長市場への技術開

発を推進してまいりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の受注は、前年同期を上回る実績となり

ました。産業機器部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は860百万円（前年同期比1.9%増）となり、営

業利益は変動原価削減効果等もあり、63百万円（前年同期比211.8%増）となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は2,817百万円(前年同期比

0.9%減)、営業利益78百万円（前年同期比119.8%増）、経常利益70百万円（前年同期比108.6%増）、四半期

純利益は60百万円（前年同期比112.5%増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ588百万円減少し、5,702百万円となりま

した。主な内訳は資産側においては、流動資産が646百万円減少し、固定資産は58百万円増加しました。流

動資産は売上債権が478百万円減少し、仕掛品は68百万円減少しました。固定資産の増加は設備投資による

増加が減価償却費を上回ったものです。負債側においては、流動負債が1,251百万円減少し、固定負債は600

百万円増加しました。流動負債は短期借入金が693百万円減少し、仕入債務が430百万円減少したこと等によ

るものです。固定負債の増加は長期借入金の増加によるものです。純資産は四半期純利益60百万円の計上等

により前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、2,453百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で獲得した資金は142百万円となりました。主な増加の内訳は税金等調整前四半期純利益71百万

円と減価償却費88百万円、売上債権の減少478百万円によるものであり、主な減少の内訳は、仕入債務の減

少430百万円等です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動で使用した資金は128百万円となりました。有形固定資産の取得による支出148百万円が主なもの

です。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で使用した資金は90百万円となりました。主な内訳は長期借入れによる収入800百万円、短期借

入金の純減額800百万円、長期借入金の返済による支出80百万円などです。  

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ76

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
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百万円減少し、1,144百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、当社グループに関連する金型市場は、国内主要自動車メーカー各社の新車

開発計画は増加傾向にあり、引合いも堅調に推移するものと思われます。一方、産業機器市場では、高機能

フィルム・シート押出機関連の設備投資需要は、引き続き低調に推移するものと予測されます。 

このような状況の中で、金型部門におきましては、インパネ金型のバリュープロポジション（価値提案）

構築と徹底したコストダウン、三光合成株式会社とのインドでの金型合弁会社の早期立上げなど、グローバ

ルパートナーとの新たな付加価値創造、バルブゲートシステムの規格認知拡大とツインウエイバルブゲート

の販路拡大を推進してまいります。また、生産面では生産性向上による収益改善に取り組んでまいります。

産業機器部門におきましては、主要顧客、開発部門への訪問を強化し、信頼向上とコミュニケーション強

化により、安定受注基盤を確立するとともに、変動原価の削減、設計業務の標準化などに取り組んでまいり

ます。また、生分解性樹脂（ＰＬＡ）の共同用途開発、高精度多層金型、次世代可視化解析押出機の開発な

ど成長市場に向けた新製品開発と技術力強化、新製品の拡販を推進してまいります。 

なお、本年８月、合成樹脂成形品メーカーである株式会社ファルテックと資本・業務提携を締結し、同社

は、当社の第4位株主（持株比率8.98%）となりました。 

当期の通期連結業績予想については、売上高6,000百万円、営業利益160百万円、経常利益150百万円、当

期利益130百万円を見込んでいます。 

  
  

（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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 

  

（連結納税制度の適用） 

当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しています。 

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

（追加情報）
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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 1,221,038 1,144,714

受取手形及び売掛金 2,130,752 1,652,269

仕掛品 417,230 348,483

原材料及び貯蔵品 34,033 28,267

繰延税金資産 56,890 59,349

その他 66,666 47,243

貸倒引当金 △4,000 △4,000

流動資産合計 3,922,611 3,276,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 440,966 423,288

機械装置及び運搬具（純額） 545,243 506,956

土地 1,112,910 1,112,910

建設仮勘定 30,253 163,172

その他（純額） 15,350 13,315

有形固定資産合計 2,144,723 2,219,643

無形固定資産   

ソフトウエア 67,106 56,188

その他 4,595 4,547

無形固定資産合計 71,701 60,735

投資その他の資産   

繰延税金資産 65 65

その他 151,342 145,598

投資その他の資産合計 151,407 145,663

固定資産合計 2,367,831 2,426,042

資産合計 6,290,442 5,702,369
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,627,031 1,196,569

短期借入金 1,620,259 926,660

未払法人税等 11,779 19,903

賞与引当金 67,900 64,700

設備関係支払手形 42,629 13,365

設備関係未払金 19,317 51,305

その他 327,948 193,281

流動負債合計 3,716,867 2,465,784

固定負債   

長期借入金 － 613,340

長期未払金 44,210 44,210

リース債務 105,223 94,319

繰延税金負債 31,168 29,246

退職給付引当金 2,276 2,430

固定負債合計 182,877 783,545

負債合計 3,899,745 3,249,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 △43,053 17,637

自己株式 △17,487 △17,598

株主資本合計 2,383,610 2,444,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,087 8,848

その他の包括利益累計額合計 7,087 8,848

純資産合計 2,390,697 2,453,038

負債純資産合計 6,290,442 5,702,369
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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 2,843,523 2,817,466

売上原価 2,506,099 2,442,175

売上総利益 337,424 375,291

販売費及び一般管理費 301,934 297,272

営業利益 35,489 78,018

営業外収益   

受取利息 45 222

受取配当金 421 209

仕入割引 1,193 1,206

助成金収入 6,509 －

その他 377 8

営業外収益合計 8,547 1,646

営業外費用   

支払利息 9,608 8,901

売上割引 105 13

その他 501 189

営業外費用合計 10,215 9,105

経常利益 33,821 70,560

特別利益   

固定資産売却益 － 765

特別利益合計 － 765

特別損失   

固定資産除売却損 113 －

投資有価証券評価損 106 －

特別損失合計 220 －

税金等調整前四半期純利益 33,601 71,325

法人税、住民税及び事業税 2,543 15,989

法人税等調整額 2,498 △5,355

法人税等合計 5,041 10,634

少数株主損益調整前四半期純利益 28,560 60,691

四半期純利益 28,560 60,691
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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 28,560 60,691

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,031 1,761

その他の包括利益合計 △3,031 1,761

四半期包括利益 25,529 62,452

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 25,529 62,452
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（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 33,601 71,325

減価償却費 98,765 88,628

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,214 －

受取利息及び受取配当金 △466 △432

支払利息 9,608 8,901

助成金収入 △6,509 －

投資有価証券評価損益（△は益） 106 －

固定資産除売却損益（△は益） 113 △765

売上債権の増減額（△は増加） △104,212 478,483

前受金の増減額（△は減少） 13,146 △105,363

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,207 74,512

破産更生債権等の増減額（△は増加） 21,214 －

仕入債務の増減額（△は減少） 37,620 △430,462

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,907 △38,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,700 △3,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △493 154

その他 △7,507 15,423

小計 △1,042 158,436

利息及び配当金の受取額 466 432

利息の支払額 △9,633 △7,622

助成金の受取額 6,509 －

法人税等の支払額 △5,709 △8,410

退職特別加算金の支出 △16,646 －

転進支援費用の支出 △620 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,675 142,834

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 △83,761 △148,397

有形固定資産の売却による収入 224,332 2,000

その他 △10,372 17,647

投資活動によるキャッシュ・フロー 130,198 △128,750

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） △49,524 △800,259

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △80,000

リース債務の返済による支出 △9,763 △10,037

自己株式の純増減額（△は増加） △42 △111

配当金の支払額 △160 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △149,491 △90,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,967 △76,324

現金及び現金同等物の期首残高 516,456 1,221,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 470,488 1,144,714
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       該当事項はありません。 

  

  

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 

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) 

(注) ※１ セグメント利益の調整額9,600千円は、セグメント間取引消去であります。 

 ※２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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) 

(注) ※１ セグメント利益の調整額9,600千円は、セグメント間取引消去であります。 

 ※２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 
  

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 

       該当事項はありません。 
  

       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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
※１

合計
※２

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,999,046 844,477 2,843,523 ― 2,843,523

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,999,046 844,477 2,843,523 ― 2,843,523

セグメント利益 5,455 20,434 25,889 9,600 35,489

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
※１

合計
※２

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,956,912 860,553 2,817,466 ― 2,817,466

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,956,912 860,553 2,817,466 ― 2,817,466

セグメント利益 4,710 63,708 68,418 9,600 78,018

（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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当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

４．補足情報

（１）受注の状況

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
(％)

金型 1,900,817 △11.06 1,110,740 △1.8

産業機器 867,881 2.42 1,185,960 56.1

合計 2,768,698 △7.23 2,296,700 21.4
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