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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 8,327 22.2 925 108.0 1,149 147.6 1,206 314.8
26年3月期第2四半期 6,817 38.0 444 ― 464 ― 290 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 701百万円 （△62.8％） 26年3月期第2四半期 1,888百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 54.45 ―
26年3月期第2四半期 13.00 12.99

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 25,068 14,422 55.1
26年3月期 25,528 13,846 51.6
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 13,814百万円 26年3月期 13,184百万円

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

26年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
27年3月期 ― 4.00
27年3月期（予想） ― 6.00 10.00

3. 平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27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 16,200 15.2 1,700 52.1 1,730 37.3 1,550 62.6 69.94



(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、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、四半期
決算短信（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。 
 当社は、平成26年12月17日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料につきましては、開催後速やか
に当社ホームページに掲載する予定です。 

※ 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 ： 有
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） 27年3月期2Q 23,780,000 株 26年3月期 23,780,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 1,617,901 株 26年3月期 1,617,901 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 22,162,099 株 26年3月期2Q 22,384,956 株
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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における日本経済は、消費税引き上げ前の駆け込み需要の反動が大きかった第１四

半期に比べ、大きくリバウンドすると期待されていましたが、天候不順が続いたこともあり、持ち直しのペース

は緩やかなものにとどまりました。米国経済は住宅市場の回復、個人消費の拡大などにより、引き続き堅調に推

移いたしました。欧州経済は後退局面から抜け出したものの、厳しい雇用情勢や緊迫化するウクライナ情勢など

により、引き続き成長は抑制されて推移いたしました。中国経済につきましては、先進国経済の回復基調を背景

として、景気の底打ち感がでているものの、内需は弱含みで推移し、不透明感をぬぐいきれておりません。新興

国経済につきましては、外需依存の高い国では、先進国経済の回復基調が追い風となり、堅調に推移したものの、

全般には伸び悩みの傾向が継続いたしました。

工業用ミシンにつきましては、繊維産業の集積地であった中国から、その他のアジアや消費地に近い国々へ縫

製拠点を移転させる動きが引き続き継続していることを背景に、アジア市場や中南米を含む米国市場での需要が

堅調に推移いたしました。自動車部品を中心とするダイカスト部品に対する需要につきましては、タイ、ブラジ

ルなどの一部新興国で政情不安や景気後退を主因として、完成車の販売に停滞がみられたものの、その他の市場

では、総じて需要が底堅く推移したことを受け、順調に推移いたしました。

このような環境のもとで、工業用ミシンにつきましては、市場構造の変化に応じた生産体制の整備を推進する

とともに、市場のニーズに合わせた高級機の販売の強化、新機種の開発などに努め、ダイカスト部品につきまし

ては、品質の維持向上と増産に注力いたしました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は83億27百万円（前

年同四半期比22.2％増）となり、営業利益は９億25百万円（前年同四半期比108.0％増）、経常利益は11億49百万

円（前年同四半期比147.6％増）、四半期純利益は12億６百万円（前年同四半期比314.8％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（工業用ミシン）

工業用ミシンにつきましては、縫製産地の流動化に応じた販売戦略の展開に努めたほか、ベトナムでの生産機

種の拡大や、中国拠点の合理化や高級機の生産能力強化を図る一方で、日本国内生産体制の効率化及び高度化に

も注力し、売上高70億59百万円（前年同四半期比21.0％増）、営業利益11億55百万円（前年同四半期比77.2％増）

となりました。

（ダイカスト部品）

ダイカスト部品につきましては、高品質を維持しつつ、一層の増産体制の整備を行うことにより、売上高12億

52百万円（前年同四半期比29.7％増）、営業利益２億71百万円（前年同四半期比25.1％増）となりました。

（その他）

その他につきましては、引き続きデータ入力業務やソフトウエア開発等に関するサービスの提供を行いました

が、中国での人件費の高騰、人民元高などの影響もあり、売上高15百万円（前年同四半期比3.8％減）、営業損失

１百万円（前年同四半期は営業損失２百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政情報の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億円減少し、181億33百万円となりました。これは、その他流動資産

が２億29百万円、受取手形及び売掛金が１億76百万円、現金及び預金が１億44百万円、商品及び製品が１億21百

万円それぞれ減少し、原材料及び貯蔵品が３億12百万円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59百万円減少し、69億35百万円となりました。これは、無形固定資産

が79百万円、有形固定資産が22百万円それぞれ減少し、投資その他の資産が42百万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４億60百万円減少し、250億68百万円となりました。
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（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10億62百万円減少し、60億58百万円となりました。これは、短期借入

金が６億65百万円、その他流動負債が４億97百万円それぞれ減少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26百万円増加し、45億87百万円となりました。これは、社債が７億51百

万円増加し、長期借入金が７億１百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて10億36百万円減少し、106億46百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて５億76百万円増加し、144億22百万円となりました。これは、利益剰

余金が11億40百万円増加し、為替換算調整勘定が５億87百万円減少したことなどによります。

②連結キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ88百万円増加し、49億89百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が16億44百万円であり、仕入債務の増加２

億80百万円、減価償却費２億66百万円、固定資産売却益４億95百万円、たな卸資産の増加４億55百万円、法人税

等の支払額３億６百万円などにより11億22百万円の収入となりました。

(投資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・フローは、定期預金の預入による支出５億94百万円、有形固定資産の取得による

支出５億72百万円、定期預金の払戻による収入７億74百万円、有形固定資産の売却による収入２億18百万円、無

形固定資産の売却による収入１億26百万円などにより、37百万円の支出となりました。

(財務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・フローは、有利子負債の純減少額７億34百万円などにより、８億88百万円の支出

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

平成26年10月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

決算短信 （宝印刷）  2014年10月31日 09時53分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）



ペガサスミシン製造株式会社(6262) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

－ 4 －

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤

務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額

を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首より適用しておりますが、この変更に伴う影響額はありません。

決算短信 （宝印刷）  2014年10月31日 09時53分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



ペガサスミシン製造株式会社(6262) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －

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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,231,100 6,086,317

受取手形及び売掛金 4,668,899 4,492,396

商品及び製品 3,238,609 3,117,388

仕掛品 700,473 719,169

原材料及び貯蔵品 3,075,886 3,387,914

その他 661,840 432,383

貸倒引当金 △42,317 △101,931

流動資産合計 18,534,493 18,133,638

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,509,227 2,300,435

その他（純額） 2,981,377 3,168,008

有形固定資産合計 5,490,604 5,468,444

無形固定資産 699,745 620,399

投資その他の資産 804,137 846,370

固定資産合計 6,994,487 6,935,215

資産合計 25,528,980 25,068,853

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,508,089 1,603,663

短期借入金 2,604,806 1,939,697

未払法人税等 563,556 527,803

賞与引当金 114,439 155,208

その他 2,330,418 1,832,510

流動負債合計 7,121,311 6,058,883

固定負債

社債 758,000 1,509,600

長期借入金 2,415,922 1,714,241

退職給付に係る負債 606,930 577,786

その他 780,553 785,969

固定負債合計 4,561,405 4,587,597

負債合計 11,682,716 10,646,481
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,908,750 1,908,750

資本剰余金 2,055,073 2,055,073

利益剰余金 8,169,136 9,309,274

自己株式 △482,450 △482,450

株主資本合計 11,650,509 12,790,647

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93,368 124,986

為替換算調整勘定 1,632,451 1,045,279

退職給付に係る調整累計額 △192,163 △146,838

その他の包括利益累計額合計 1,533,655 1,023,427

少数株主持分 662,098 608,297

純資産合計 13,846,263 14,422,372

負債純資産合計 25,528,980 25,068,853
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 6,817,257 8,327,909

売上原価 4,492,256 5,255,259

売上総利益 2,325,001 3,072,650

販売費及び一般管理費 1,880,078 2,147,007

営業利益 444,922 925,643

営業外収益

受取利息 40,493 49,436

受取配当金 3,456 3,698

為替差益 29,212 227,534

不動産賃貸料 18,527 33,982

その他 17,967 10,277

営業外収益合計 109,657 324,929

営業外費用

支払利息 53,742 52,895

不動産賃貸費用 15,148 26,043

社債発行費 20,312 18,535

その他 1,261 3,882

営業外費用合計 90,466 101,357

経常利益 464,114 1,149,215

特別利益

固定資産売却益 2,334 495,444

特別利益合計 2,334 495,444

特別損失

固定資産売却損 450 ―

特別損失合計 450 ―

税金等調整前四半期純利益 465,997 1,644,659

法人税、住民税及び事業税 157,006 287,682

法人税等調整額 4,331 116,966

法人税等合計 161,337 404,649

少数株主損益調整前四半期純利益 304,660 1,240,010

少数株主利益 13,743 33,386

四半期純利益 290,917 1,206,624
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 304,660 1,240,010

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,075 31,618

為替換算調整勘定 1,542,100 △615,243

退職給付に係る調整額 ― 45,325

その他の包括利益合計 1,584,175 △538,299

四半期包括利益 1,888,835 701,710

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,811,481 696,396

少数株主に係る四半期包括利益 77,353 5,314
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 465,997 1,644,659

減価償却費 249,096 266,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △840 62,296

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,433 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ― 16,181

デリバティブ評価損益（△は益） △4,146 △5,635

受取利息及び受取配当金 △43,949 △53,134

支払利息 53,742 52,895

社債発行費 20,312 18,535

為替差損益（△は益） 41,565 75,113

受取賃貸料 △18,527 △33,982

不動産賃貸費用 11,105 21,287

固定資産売却損益（△は益） △1,883 △495,444

売上債権の増減額（△は増加） △820,648 △8,779

たな卸資産の増減額（△は増加） 214,233 △455,908

仕入債務の増減額（△は減少） △384,291 280,540

未払金の増減額（△は減少） 27,126 △8,516

その他 6,447 53,664

小計 △146,225 1,430,498

利息及び配当金の受取額 44,013 52,498

利息の支払額 △62,077 △54,418

法人税等の支払額 △99,957 △306,434

営業活動によるキャッシュ・フロー △264,246 1,122,144

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 △1,051,935 △594,239

定期預金の払戻による収入 781,043 774,935

有形固定資産の取得による支出 △117,105 △572,452

有形固定資産の売却による収入 3,460 218,819

無形固定資産の取得による支出 △134,956 △2,865

無形固定資産の売却による収入 ― 126,328

その他 △17,493 12,349

投資活動によるキャッシュ・フロー △536,986 △37,124
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(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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） 113,940 △734,000

長期借入れによる収入 400,000 31,000

長期借入金の返済による支出 △571,778 △926,581

社債の発行による収入 879,687 1,018,864

社債の償還による支出 △85,000 △124,000

株式の発行による収入 4,000 ―

少数株主からの払込みによる収入 178,571 ―

配当金の支払額 ― △66,486

少数株主への配当金の支払額 △31,296 △59,114

その他 △23,547 △28,499

財務活動によるキャッシュ・フロー 864,576 △888,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 349,589 △107,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 412,932 88,505

現金及び現金同等物の期首残高 3,004,770 4,900,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,417,702 4,989,250
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（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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

　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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

該当事項はありません。
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