
 

平成26年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年11月14日 

 
上 場 会 社 名 大阪工機株式会社 上場取引所  東 
コ ー ド 番 号 3173 ＵＲＬ http://www.osk-k.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柳川 重昌   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼経理部長 (氏名) 南 雄治 (TEL) 06(6765)8201
四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日 配当支払開始予定日 平成25年12月５日 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：有   
四半期決算説明会開催の有無  ：有（ 機関投資家向け ）  

 

（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 8,202 9.4 205 △7.4 216 △0.8 74 △55.4
25年３月期第２四半期 7,497 － 221 － 218 － 166 －
（注）包括利益  26年３月期第２四半期  153百万円（1.1％）  25年３月期第２四半期 152百万円（－％） 

 

 
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 21.62 －
25年３月期第２四半期 48.46 －
 
(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 10,219 3,637 35.4 
25年３月期 8,620 3,555 41.1 
（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  3,622百万円  25年３月期  3,542百万円 

 
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 － 21.00 21.00 
26年３月期 － 11.00  
26年３月期(予想)  ― 11.00 22.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
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、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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 17,678 17.4 531 25.4 521 18.2 246 △9.9 71.79
（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

（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 

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 3,434,420株 25年３月期 3,434,420株
②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 65株 25年３月期 32株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 3,434,378株 25年３月期２Ｑ 3,434,401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財務諸表のレビュー手続 

は終了しております。 

 

※ 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、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」をご覧ください。 
 



大阪工機㈱ （3173）平成26年３月期 第２四半期決算短信 
 

― 1 ― 
 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(1)  経営成績に関する説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(2)  財政状態に関する説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明・・・・・・・４ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項・・・・・・・・・・・・４ 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・４ 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・４ 

３．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

(1)  四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

(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・・・・７ 

(3)  四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・９ 

(4)  四半期連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・10 

    (継続企業の前提に関する注記) ・・・・・・・・・・・・・・10 

    (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ・・・・・10 

    (セグメント情報等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 



大阪工機㈱ （3173）平成26年３月期 第２四半期決算短信 
 

― 2 ― 
 

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 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）における我が国経済は、政

府の経済政策を背景に、円高の是正や、輸出・生産の改善、個人の消費マインドの持ち直し等も見

られ、景気は緩やかに持ち直しているものの、依然として欧州政府債務問題が引き続き景気の下振

れリスクとなっております。当社グループの属する業界におきましては、生産については持ち直し

傾向にあるものの、設備投資については依然として底堅い動きとなっており、業界全体の本格的な

景気回復には至っていない現状であります。 

このような環境の中、当社グループでは、国内におきましては提案営業に力を入れた拡販活動を

進めてまいりました。海外におきましても、アジアを中心にメキシコ、インドなど今後市場の拡大

が予想される地域への拡販活動に努めてまいりました。 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は8,202,234千円（前年同四半期比9.4％増）、

営業利益は205,509千円（前年同四半期比7.4％減）、経常利益は216,504千円（前年同四半期比0.

8％減）、過年度法人税等を含む法人税等の計上により四半期純利益は74,275千円（前年同四半期比

55.4％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

①切削工具事業 

切削工具事業につきましては、日三工業株式会社の株式取得の影響もあり売上高は増加した一

方、販売拠点の拡充に伴う人員の増加等の影響によりセグメント利益は前年同四半期と比較して

減少いたしました。 

この結果、売上高は5,468,215千円（前年同四半期比6.0％増）、セグメント利益は64,785千円

（前年同四半期比38.0％減）となりました。 

 

②耐摩工具事業 

耐摩工具事業につきましては、猛暑の影響により飲料缶メーカー向けの売上が増加するなど、

売上高は堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は1,280,119千円（前年同四半期比4.6％増）、セグメント利益は149,167千円

（前年同四半期比22.5％増）となりました。 

 

③海外事業 

海外事業につきましては、中国、タイ、フィリピンの連結子会社におきましては、販売体制の

強化に伴う売上高の増加や為替レートの影響を受け売上高は堅調に推移いたしましたが、インド

及びメキシコにおいては、連結子会社を設立して間もないこともあり、売上高は低調に推移しセ

グメント損失は拡大いたしました。 

この結果、売上高は1,078,120千円（前年同四半期比26.7％増）、セグメント損失は32,799千円

（前年同四半期は4,051千円のセグメント損失）となりました。 
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④光製品事業 

光製品事業につきましては、検査装置メーカー向けの売上が増加するなど、売上高は好調に推

移いたしました。 

この結果、売上高は375,778千円（前年同四半期比41.9％増）、セグメント利益は22,867千円

（前年同四半期は651千円のセグメント損失）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

（総資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,170,696千円増加し、7,961,369千円となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が514,274千円、現金及び預金が381,605千円、商品が173,619千円それぞれ

増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて427,503千円増加し、2,255,993千円となりました。これ

は、主に日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式取得・子会社化により、のれんが292,749千

円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,598,778千円増加し、10,219,114千円となりま

した。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて939,748千円増加し、5,381,656千円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金が627,666千円、過年度法人税等の計上により未払法人税等が183,209千

円、１年内返済予定の長期借入金が139,594千円それぞれ増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて577,254千円増加し、1,200,449千円となりました。これは

主に、日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式取得のために長期借入れを行ったことにより

長期借入金が506,312千円増加したことなどによります。 

この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて1,517,003千円増加し、6,582,105千円となりまし

た。 

 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて81,774千円増加し、3,637,008千円となりました。これは、

利益剰余金が四半期純利益の計上により74,275千円増加した一方で、配当金の支払いにより72,122

千円減少したことや、為替換算調整勘定が57,749千円増加したことなどによります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,093,962

千円（前年同四半期比55.9％増）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、162,389千円（前年同期は199,912千円の使用）となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益216,504千円、仕入債務の増加額273,125千円、減

価償却費26,299千円などであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額211,177千円、たな卸資産の

増加額66,853千円、法人税等の支払額53,198千円などであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、328,101千円（前年同期は26,232千円の獲得）となりました。 

 これは、主に日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式を取得したことに伴う、子会社株式

の取得による支出289,071千円などを主な原因としております。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、493,300千円（前年同期は130,135千円の獲得）となりました。 

 収入の主な内訳は、長期借入による収入700,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返

済による支出125,540千円、配当金の支払額71,954千円、社債の償還による支出55,000千円などであ

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 

連結業績予想につきましては本日（平成25年11月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

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 

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。 
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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  765,116   1,146,721

    受取手形及び売掛金  3,001,906   3,516,181

    商品  2,756,080   2,929,700

    その他  294,829   400,475

    貸倒引当金  △27,259   △31,708

    流動資産合計  6,790,673   7,961,369

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物（純額）  318,531   312,562

      土地  1,014,264   1,027,128

      その他（純額）  73,641   83,872

      有形固定資産合計  1,406,437   1,423,563

    無形固定資産      

      のれん  8,770   301,519

      その他  30,744   36,625

      無形固定資産合計  39,514   338,144

    投資その他の資産      

      その他  400,124   521,588

      貸倒引当金  △17,586   △27,303

      投資その他の資産合計  382,537   494,284

    固定資産合計  1,828,489   2,255,993

  繰延資産  1,173   1,751

  資産合計  8,620,336   10,219,114

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  2,940,042   3,567,709

    短期借入金  809,041   870,268

    1年内償還予定の社債  100,000   55,000

    1年内返済予定の長期借入金  180,234   319,828

    未払法人税等  51,917   235,127

    賞与引当金  123,930   137,507

    役員賞与引当金  18,685   12,000

    その他  218,056   184,216

    流動負債合計  4,441,908   5,381,656

  固定負債      

    長期借入金  389,614   895,926

    退職給付引当金  110,210   158,440

    役員退職慰労引当金  117,533   136,944

    その他  5,836   9,138

    固定負債合計  623,194   1,200,449

  負債合計  5,065,102   6,582,105
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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  350,198   350,198

    資本剰余金  330,198   330,198

    利益剰余金  2,852,650   2,854,803

    自己株式  △17   △36

    株主資本合計  3,533,029   3,535,162

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  11,659   31,774

    為替換算調整勘定  △2,211   55,538

    その他の包括利益累計額合計  9,448   87,312

  少数株主持分  12,755   14,533

  純資産合計  3,555,234   3,637,008

負債純資産合計  8,620,336   10,219,114
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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  7,497,449   8,202,234

売上原価  5,997,797   6,594,427

売上総利益  1,499,652   1,607,807

販売費及び一般管理費  1,277,762   1,402,297

営業利益  221,889   205,509

営業外収益      

  受取利息  140   40

  受取配当金  636   716

  仕入割引  22,754   23,676

  その他  5,471   18,296

  営業外収益合計  29,002   42,729

営業外費用      

  支払利息  6,817   6,489

  売上割引  12,347   11,357

  その他  13,469   13,887

  営業外費用合計  32,634   31,734

経常利益  218,257   216,504

特別利益      

  保険解約返戻金  61,527   －

  特別利益合計  61,527   －

税金等調整前四半期純利益  279,785   216,504

法人税、住民税及び事業税  124,281   129,517

過年度法人税等  －   104,045

法人税等調整額  △10,937   △91,572

法人税等合計  113,343   141,990

少数株主損益調整前四半期純利益  166,441   74,514

少数株主利益  －   239

四半期純利益  166,441   74,275
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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  166,441   74,514

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △21,721   20,115

  為替換算調整勘定  7,529   59,287

  その他の包括利益合計  △14,191   79,402

四半期包括利益  152,250   153,917

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  152,069   152,139

  少数株主に係る四半期包括利益  180   1,777
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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  279,785   216,504

  減価償却費  22,189   26,299

  のれん償却額  4,385   9,186

  社債発行費償却額  703   703

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  △1,207   11,000

  賞与引当金の増減額（△は減少）  4,283   5,449

  役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △8,223   △6,685

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  23,285   17,397

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  3,125   △7,199

  受取利息及び受取配当金  △777   △757

  支払利息  6,817   6,489

  為替差損益（△は益）  2,257   18,465

  保険解約返戻金  △61,527   －

  売上債権の増減額（△は増加）  73,081   △211,177

  たな卸資産の増減額（△は増加）  99,818   △66,853

  仕入債務の増減額（△は減少）  △389,906   273,125

  その他  △80,109   △69,941

  小計  △22,017   222,007

  利息及び配当金の受取額  777   757

  利息の支払額  △7,089   △7,177

  法人税等の支払額  △171,583   △53,198

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △199,912   162,389

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  △13,125   △14,130

  有形固定資産の売却による収入  1,901   1,359

  無形固定資産の取得による支出  △3,701   △9,251

  投資有価証券の取得による支出  △3,300   △3,932

  連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  －   △289,071

  保険積立金の積立による支出  △15,720   △16,599

  保険積立金の解約による収入  62,256   6,552

  その他  △2,077   △3,028

  投資活動によるキャッシュ・フロー  26,232   △328,101

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）  △74,900   45,835

  長期借入れによる収入  400,000   700,000

  長期借入金の返済による支出  △76,020   △125,540

  社債の償還による支出  △50,000   △55,000

  自己株式の取得による支出  △17   △19

  配当金の支払額  △68,113   △71,954

  その他  △814   △20

  財務活動によるキャッシュ・フロー  130,135   493,300

現金及び現金同等物に係る換算差額  1,726   1,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △41,818   328,846

現金及び現金同等物の期首残高  743,688   765,116

現金及び現金同等物の四半期末残高  701,870   1,093,962



大阪工機㈱ （3173）平成26年３月期 第２四半期決算短信 
 

― 10 ― 
 

(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) 

該当事項はありません。 

 

  (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

 該当事項はありません。 

 

  (セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

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） 

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 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業

売上高    

  外部顧客への売上高 5,158,243 1,223,446 850,884 264,875 7,497,449 － 7,497,449

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 7,965 － 7,965 △7,965 －

計 5,158,243 1,223,446 858,850 264,875 7,505,415 △7,965 7,497,449

セグメント利益 

又は損失（△） 
104,489 121,811 △4,051 △651 221,598 291 221,889

(注)１ セグメント利益の調整額291千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

  ２ 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。 

 

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 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業

売上高    

  外部顧客への売上高 5,468,215 1,280,119 1,078,120 375,778 8,202,234 － 8,202,234

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 12,524 － 12,524 △12,524 －

計 5,468,215 1,280,119 1,090,645 375,778 8,214,759 △12,524 8,202,234

セグメント利益 

又は損失（△） 
64,785 149,167 △32,799 22,867 204,020 1,489 205,509

(注)１ セグメント利益の調整額1,489千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

  ２ 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。 
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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） 

「切削工具事業」セグメントにおいて、株式の取得に伴い、日三工業株式会社及び共榮機工株式会

社を連結子会社にしております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては301,935千円であり

ます。 
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