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  (百万円未満切捨て)

１．平成26年９月期第２四半期の連結業績（平成25年10月１日～平成26年３月31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９月期第２四半期 10,765 15.9 1,587 9.9 2,140 △1.7 1,345 △1.3 

25年９月期第２四半期 9,285 12.6 1,444 28.9 2,177 77.9 1,363 55.1 
 
（注）包括利益 26年９月期第２四半期 1,620百万円（△34.8％） 25年９月期第２四半期 2,486百万円（83.7％)
 

  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９月期第２四半期 89.58 － 

25年９月期第２四半期 90.80 － 

 

（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９月期第２四半期 25,470 15,449 60.7 

25年９月期 24,482 14,429 58.9 
 
（参考）自己資本 26年９月期第２四半期 15,449百万円 25年９月期 14,429百万円 

 

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９月期 － 0.00 － 40.00 40.00 

26年９月期 － 0.00      

26年９月期(予想)     － 30.00 30.00 
 
（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

２．25年９月期期末配当金の内訳  普通配当 30円00銭 記念配当 10円00銭 

 
 

３．平成26年９月期の連結業績予想（平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

  (％表示は、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 23,000 16.3 3,800 15.2 3,700 △8.5 2,300 △16.0 153.16 
 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

 



 

※ 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９月期２Ｑ 15,348,720 株 25年９月期 15,348,720 株 

② 期末自己株式数 26年９月期２Ｑ 331,693 株 25年９月期 331,693 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年９月期２Ｑ 15,017,027 株 25年９月期２Ｑ 15,017,027 株 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 本書（平成26年９月期 第２四半期決算短信）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、本書開示時点において、

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 

 本書に記載した業務予想数値等は、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き判断した見通しであり、

実際の業績等は、様々な要因により異なる場合があります。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ

きましては、添付資料４ページ「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」をご覧くだ

さい。 
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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（平成25年10月１日～平成26年３月31日、以下、当第２四半期又は当期間）につきま

しては、期中を通じて円安基調が持続するなど比較的安定した為替環境が継続しました。販売環境は、市場ごとに

濃淡があるものの、グループ全体では当社製品への需要が底堅く推移し、堅調な市場環境が継続しました。 

このような中、当社では、当業界 大展示会での新製品の出展、顧客ニーズを見据えた戦略的な販売活動の実施

など、当社製品の市場浸透と販売促進に努め、受注拡大を図る施策を講じました。また、主力生産拠点のインド工

場では、第２工場棟の利用度を拡充し、当社製品をインド工場から世界各国のユーザーに直接出荷する体制の整備

に注力するとともに、生産加工設備を増強するなど生産体制の充実・強化を進めました。これらの結果、当期間の

受注高は、11,246百万円（前年同期比114.3％）と前年同期の水準を上回りました。売上高は、豊富な受注残高を

背景に生産・出荷業務に尽力した結果、10,765百万円（同115.9％）と増収を確保しました。なお、当期間末現在

の受注残高は8,856百万円（前年同期末比133.3％）となっております。 

  

製品別売上高状況 

(単位：百万円)

  

製品別の売上高状況につきましては、ストレッチブロー成形機が5,900百万円（前年同期比117.4％）、金型が

2,926百万円（同119.1％）、部品その他が1,264百万円（同114.0％）とそれぞれ増収を確保しました。一方、付属

機器は675百万円（同97.7％）と前年同期の水準を下回りました。機種別では、主力汎用機ＡＳＢ－70ＤＰシリー

ズが主要市場で堅調に推移するとともに、大型機ＡＳＢ－150ＤＰシリーズが増収となりました。加えて、新型の

大量生産機ＰＦ24－８Ｂ型やインド工場で一貫生産する小型汎用機ＡＳＢ－12Ｍ型などの新製品が販売実績を残し

ました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

セグメント（地域）別売上高状況 

(単位：百万円)

  

① 米州 

北米市場では主力製品の拡販などにより大幅増収を確保するとともに、中米市場でも順調に販売を伸ばし、地

域全体の売上高は2,971百万円（前年同期比166.8％）と大幅増収を達成しました。セグメント利益も、増収効果

などにより982百万円（同228.6％）と大幅増益となりました。 

② 欧州 

当社製品への需要が本格的に回復したことにより、全般的に販売が好調に推移し、地域全体の売上高は2,026

百万円（前年同期比143.5％）と大幅増収となりました。セグメント利益も581百万円（同163.5％）と大幅増益

となりました。 

③ 南・西アジア 

成長市場であるインド市場で前年同期の水準を上回るとともに、シンガポール販売法人でも増収を確保し、地

域全体の売上高は3,222百万円（前年同期比109.3％）、セグメント利益は505百万円（同110.6％）となりまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
ストレッチブロー 

成形機 
金型 付属機器 部品その他 合計 

当第２四半期  5,900  2,926  675  1,264  10,765

前第２四半期  5,027  2,457  690  1,109  9,285

対前年同期比 ％ 117.4 ％ 119.1 ％ 97.7 ％ 114.0 ％ 115.9

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 合計 

当第２四半期  2,971  2,026  3,222  1,264  1,281  10,765

前第２四半期  1,781  1,412  2,949  1,064  2,077  9,285

対前年同期比 ％ 166.8 ％ 143.5 ％ 109.3 ％ 118.7 ％ 61.7 ％ 115.9
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④ 東アジア 

主要市場である中国において、ＰＦ24－８Ｂ型などの大型機が販売実績を残したことにより、地域全体の売上

高は1,264百万円（前年同期比118.7％）と増収を確保しました。一方、個別案件の採算悪化などにより、セグメ

ント利益は72百万円（同39.7％）と大幅減益となりました。 

⑤ 日本 

ユーザーの設備投資意欲が減退した影響により低調な販売推移となり、売上高は1,281百万円（前年同期比

61.7％）と大幅減収となりました。また、セグメント利益も、減収の影響などにより、224百万円（同44.8％）

と大幅減益となりました。 

  

利益面では、大規模展示会への出展により販売促進費などの販売費用が嵩んだものの、増収による収益性の向上

及び円安効果などにより、売上総利益は4,763百万円（前年同期比120.8％）と大幅増益を達成し、営業利益でも

1,587百万円（同109.9％）と増益を確保しました。 

営業外損益では、為替が円安基調で推移したものの、為替差益の計上額が前年同期よりも減少し、経常利益は

2,140百万円（同98.3％）に留まりました。また、 終損益である四半期純利益も、1,345百万円（同98.7％）と前

年同期並みの水準になりました。 

なお、売上高、売上総利益、営業利益については、第23期（平成13年9月期）から集計している第２四半期連結

累計期間（第30期以前は中間期）で過去 高を記録することができました。 

  

当第２四半期連結累計期間における損益の状況は次のとおりであります。 

(単位：百万円)

  
  

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況） 

(単位：百万円)

  

当第２四半期連結会計期間末（以下、当期間末）の流動資産は、現金及び預金が大幅に減少したものの、たな卸

資産及び売上債権の増加により、前連結会計年度末（以下、前期末）と比べ243百万円増加し、18,629百万円とな

りました。また、固定資産は、インド工場における追加設備投資により、前期末と比べ744百万円増加し、6,841百

万円となりました。この結果、当期間末の資産合計は、前期末と比べ988百万円増加し、25,470百万円となりまし

た。 

流動負債は、仕入債務及び前受金が増加したものの、未払法人税等の支払い及び短期借入金の返済により、前期

末と比べ29百万円減少し、8,180百万円となりました。また、固定負債は、繰延税金負債などが増加したものの、

長期借入金の返済により、前期末と比べ１百万円減少し、1,840百万円となりました。 

純資産は、期末配当金の支払いにより減少したものの、四半期純利益の計上及び為替換算調整勘定のマイナス計

上額の減少により、前期末と比べ1,019百万円増加し、15,449百万円となりました。 

  

  売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

当第２四半期  10,765  4,763  1,587  2,140  1,345

前第２四半期  9,285  3,942  1,444  2,177  1,363

対前年同期比 ％ 115.9 ％ 120.8 ％ 109.9 ％ 98.3 ％ 98.7

  流動資産 固定資産 流動負債 固定負債 純資産 

当第２四半期  18,629  6,841  8,180  1,840  15,449

前連結会計年度  18,385  6,096  8,210  1,842  14,429
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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）は、前連結会計年度末に比べ912百万

円減少し、3,737百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間（以下、当期間）における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(単位：百万円)

  

① 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（2,142百万円）を計上した中で、法人税等の支払いやたな卸資産及び売上債権の

増加による資金の減少要因が加わったことにより、営業活動の結果増加した資金は500百万円（前年同期：1,674

百万円の収入）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

インド工場における追加設備投資等により、投資活動の結果支出した資金は601百万円（前年同期：506百万円

の支出）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

期末配当金の支払い及び借入金の純減により、財務活動の結果支出した資金は935百万円（前年同期：466百万

円の支出）となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社グループにおきましては、新製品の拡販、販路の拡大など積極的な販売展開を進めるとともに、インド工場

の利用度拡充及び設備投資を実施し、生産体制の充実・強化に注力いたします。 

このような中、平成25年11月12日付「平成25年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載した平成26年９

月期の連結業績予想（平成25年10月１日～平成26年９月30日）については、為替相場の変動要因、市場動向、世界

経済の変化等を勘案し、現時点では修正を行わないことといたします。 

なお、今後の情報収集により業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表する予定でおります。 

   

（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。 

  

  営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
の期末残高 

当第２四半期  500  △601  △935  3,737

前第２四半期  1,674  △506  △466  3,353

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,199,979 4,060,769

受取手形及び売掛金 4,372,380 4,791,329

商品及び製品 1,011,421 1,096,510

仕掛品 3,383,183 3,675,487

原材料及び貯蔵品 2,961,224 3,333,198

繰延税金資産 896,854 1,018,816

その他 629,111 726,456

貸倒引当金 △68,636 △73,433

流動資産合計 18,385,517 18,629,133

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,527,952 1,811,610

機械装置及び運搬具（純額） 1,681,274 2,074,337

土地 836,231 836,231

その他（純額） 482,850 413,293

有形固定資産合計 4,528,309 5,135,473

無形固定資産 225,880 203,867

投資その他の資産   

投資有価証券 745,102 697,664

その他 633,101 842,991

貸倒引当金 △35,543 △38,410

投資その他の資産合計 1,342,660 1,502,245

固定資産合計 6,096,850 6,841,586

資産合計 24,482,367 25,470,720
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,834,017 3,147,184

短期借入金 1,596,747 1,371,261

未払法人税等 906,942 642,064

前受金 1,734,335 2,003,825

賞与引当金 162,064 171,183

役員賞与引当金 57,600 19,500

その他 918,754 825,927

流動負債合計 8,210,461 8,180,946

固定負債   

長期借入金 593,600 497,000

退職給付引当金 467,988 469,692

役員退職慰労引当金 225,152 192,325

その他 555,489 681,234

固定負債合計 1,842,230 1,840,252

負債合計 10,052,692 10,021,198

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,860,905 3,860,905

資本剰余金 3,196,356 3,196,356

利益剰余金 8,380,254 9,124,812

自己株式 △201,458 △201,458

株主資本合計 15,236,057 15,980,615

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 287,195 250,552

為替換算調整勘定 △1,093,577 △781,646

その他の包括利益累計額合計 △806,382 △531,094

純資産合計 14,429,675 15,449,521

負債純資産合計 24,482,367 25,470,720
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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10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 9,285,130 10,765,806

売上原価 5,342,184 6,002,292

売上総利益 3,942,946 4,763,514

販売費及び一般管理費 2,498,763 3,176,176

営業利益 1,444,183 1,587,338

営業外収益   

受取利息 44,995 55,766

受取配当金 3,605 5,541

為替差益 684,199 485,643

その他 23,055 32,491

営業外収益合計 755,855 579,442

営業外費用   

支払利息 22,605 12,033

訴訟関連費用 － 9,779

その他 298 4,304

営業外費用合計 22,903 26,117

経常利益 2,177,134 2,140,663

特別利益   

固定資産売却益 632 2,519

投資有価証券売却益 830 －

特別利益合計 1,462 2,519

特別損失   

固定資産売却損 254 1,102

投資有価証券売却損 10,851 －

特別損失合計 11,105 1,102

税金等調整前四半期純利益 2,167,491 2,142,079

法人税、住民税及び事業税 845,206 778,443

法人税等調整額 △41,321 18,396

法人税等合計 803,885 796,840

少数株主損益調整前四半期純利益 1,363,605 1,345,239

四半期純利益 1,363,605 1,345,239
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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10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,363,605 1,345,239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 266,103 △36,642

為替換算調整勘定 857,012 311,930

その他の包括利益合計 1,123,115 275,287

四半期包括利益 2,486,721 1,620,526

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,486,721 1,620,526

日精エー・エス・ビー機械㈱（６２８４）平成26年９月期　第２四半期決算短信

- 8 -



（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10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31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 2,167,491 2,142,079

減価償却費 208,499 283,311

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,668 4,279

受取利息及び受取配当金 △48,600 △61,307

支払利息 22,605 12,033

固定資産売却損益（△は益） △377 △1,416

投資有価証券売却損益（△は益） 10,021 －

売上債権の増減額（△は増加） △403,759 △230,574

たな卸資産の増減額（△は増加） 422,191 △480,638

仕入債務の増減額（△は減少） △519,781 73,116

前受金の増減額（△は減少） 98,232 224,990

その他 △213,037 △472,821

小計 1,754,154 1,493,051

利息及び配当金の受取額 48,331 66,136

利息の支払額 △15,722 △12,176

法人税等の支払額 △112,512 △1,046,723

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,674,249 500,288

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 115,057 264,651

有形固定資産の取得による支出 △532,436 △656,282

有形固定資産の売却による収入 1,084 4,753

無形固定資産の取得による支出 △14,162 △11,187

その他 △76,223 △203,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △506,680 △601,250

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） 464 △136,513

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 △963,294 △196,620

配当金の支払額 △297,893 △596,456

その他 △6,085 △5,581

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,808 △935,172

現金及び現金同等物に係る換算差額 182,766 123,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 883,526 △912,428

現金及び現金同等物の期首残高 2,469,499 4,650,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,353,026 3,737,907
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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10月１日 至平成25年３月31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)

  
  

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及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円)

  
（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年10月１日 至平成26年３月31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)

  

（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）

  報告セグメント
合計

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 

売上高            

外部顧客への売上高  1,781,248  1,412,245  2,949,859  1,064,602  2,077,174  9,285,130

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  －  －  －  －  －  －

計  1,781,248  1,412,245  2,949,859  1,064,602  2,077,174  9,285,130

セグメント利益  429,862  355,726  457,229  181,841  500,626  1,925,286

利益 金額 

報告セグメント計  1,925,286

全社費用  △517,228

その他の調整額  36,124

四半期連結損益計算書の営業利益  1,444,183

  報告セグメント
合計

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 

売上高            

外部顧客への売上高  2,971,434  2,026,272  3,222,832  1,264,212  1,281,055  10,765,806

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  －  －  －  －  －  －

計  2,971,434  2,026,272  3,222,832  1,264,212  1,281,055  10,765,806

セグメント利益  982,855  581,457  505,854  72,184  224,050  2,366,403
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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及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円)

  
（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

受注及び販売の状況 

① 受注状況 

  
  

② 販売実績 

  
  

利益 金額 

報告セグメント計  2,366,403

全社費用  △615,983

その他の調整額  △163,081

四半期連結損益計算書の営業利益  1,587,338

４．補足情報

製品別 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年10月１日 
至 平成26年３月31日） 

前年同期比 

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(％) 受注残高(％)

ストレッチブロー成形機  5,496,204  3,902,130  6,561,868  5,376,588  119.4  137.8

金型  2,702,896  2,295,244  2,856,080  2,814,998  105.7  122.6

付属機器  593,316  390,378  594,278  573,148  100.2  146.8

部品その他  1,044,988  56,779  1,234,764  91,732  118.2  161.6

合計  9,837,406  6,644,533  11,246,991  8,856,468  114.3  133.3

製品別 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年10月１日 
至 平成26年３月31日） 前年同期比(％) 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

ストレッチブロー成形機  5,027,616  54.2  5,900,005  54.8  117.4

金型  2,457,623  26.5  2,926,249  27.2  119.1

付属機器  690,729  7.4  675,085  6.3  97.7

部品その他  1,109,162  11.9  1,264,466  11.7  114.0

合計  9,285,130  100.0  10,765,806  100.0  115.9
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