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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 14,791 25.3 1,992 155.3 1,698 ― 1,470 ―
23年3月期第1四半期 11,804 69.5 780 ― 41 ― △212 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,618百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △287百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 29.70 ―
23年3月期第1四半期 △4.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 83,204 29,409 33.3
23年3月期 79,510 28,158 33.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  27,743百万円 23年3月期  26,451百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 28,000 10.3 3,100 24.6 2,650 98.5 2,100 53.1 42.41
通期 57,000 5.1 6,300 12.5 5,400 36.9 4,300 △15.9 86.85



(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、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き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「連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 53,432,510 株 23年3月期 53,432,510 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,921,140 株 23年3月期 3,921,080 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 49,511,415 株 23年3月期1Q 49,511,874 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災により大きな打撃を受けたサプライチェーンも

徐々に復旧し、生産活動にも持ち直しの兆しが見られました。また、中国を中心とした新興国需要にも支えられ、

企業収益は緩やかに回復しました。しかしながら、電力不足の長期化や円高の進行、欧州の財政危機など懸念材料

も多く、景気は先行き不透明なまま推移しました。 

 このような環境の中、当社グループは被災されたお客様の一日でも早い生産再開に向け、社員一同一丸となって

支援活動を行いました。また、主に国内で生産している射出成形機や食品機械の海外生産比率を高め、原価低減を

図る取組みにも注力し、今後の収益力の拡大に努めました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比29億87百万円増（前年同四半期比25.3％増）

の147億91百万円となりました。利益面では、営業利益は前年同四半期比12億12百万円増（前年同四半期比155.3％

増）の19億92百万円、経常利益は前年同四半期16億57百万円増（前年同四半期は41百万円の経常利益）の16億98百

万円、四半期純利益は14億70百万円（前年同四半期は２億12百万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 前連結会計年度末と比較して、資産は36億94百万円増加し、832億４百万円となりました。主な増加要因として

は、現金及び預金が25億70百万円、たな卸資産が８億88百万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、24億42百万円増加し、537億94百万円となりました。主な

増加要因としては、短期借入金が30億75百万円増加したことなどがあげられます。 

 純資産においては前連結会計年度末と比較して、12億51百万円増加し、294億９百万円となりました。主な増加

要因としては、利益剰余金11億66百万円の増加などがあげられます。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

（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（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,622 19,192

受取手形及び売掛金 14,275 14,572

商品及び製品 5,547 5,625

仕掛品 5,054 4,917

原材料及び貯蔵品 7,070 8,019

その他 3,553 3,378

貸倒引当金 △559 △410

流動資産合計 51,566 55,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,333 18,390

機械装置及び運搬具 12,321 12,372

その他 10,848 11,066

減価償却累計額 △19,674 △19,854

有形固定資産合計 21,829 21,975

無形固定資産   

のれん 1,762 1,728

その他 805 846

無形固定資産合計 2,567 2,574

投資その他の資産   

その他 3,826 3,768

貸倒引当金 △278 △408

投資その他の資産合計 3,547 3,359

固定資産合計 27,944 27,908

資産合計 79,510 83,204



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,568 9,558

短期借入金 12,065 15,141

1年内返済予定の長期借入金 3,665 3,736

未払法人税等 406 339

引当金 654 498

その他 6,096 5,710

流動負債合計 32,457 34,985

固定負債   

社債 58 58

長期借入金 16,965 16,845

退職給付引当金 1,072 1,093

引当金 106 110

資産除去債務 218 219

その他 473 481

固定負債合計 18,894 18,809

負債合計 51,352 53,794

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 4,181 5,348

自己株式 △2,135 △2,135

株主資本合計 28,701 29,868

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27 56

為替換算調整勘定 △2,277 △2,181

その他の包括利益累計額合計 △2,249 △2,124

新株予約権 23 23

少数株主持分 1,682 1,642

純資産合計 28,158 29,409

負債純資産合計 79,510 83,204



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 11,804 14,791

売上原価 8,247 9,758

売上総利益 3,556 5,032

割賦販売未実現利益戻入額 0 1

差引売上総利益 3,556 5,034

販売費及び一般管理費   

人件費 1,058 1,219

貸倒引当金繰入額 121 58

その他 1,596 1,764

販売費及び一般管理費合計 2,776 3,042

営業利益 780 1,992

営業外収益   

受取利息 5 8

受取配当金 8 14

受取手数料 31 3

その他 82 59

営業外収益合計 127 85

営業外費用   

支払利息 143 155

為替差損 580 188

その他 142 36

営業外費用合計 867 380

経常利益 41 1,698

特別利益   

固定資産売却益 44 10

貸倒引当金戻入額 28 －

その他 29 －

特別利益合計 101 10

特別損失   

固定資産売却損 － 6

のれん償却額 118 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 155 －

その他 29 1

特別損失合計 304 8

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△161 1,700

法人税、住民税及び事業税 105 258

過年度法人税等 △10 －

法人税等調整額 △43 △45

法人税等合計 51 212

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△213 1,487

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） △212 1,470



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） △213 1,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △57 29

為替換算調整勘定 △16 101

その他の包括利益合計 △74 131

四半期包括利益 △287 1,618

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △278 1,595

少数株主に係る四半期包括利益 △8 23



 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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△19百万円には、セグメント間取引消去△19百

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△４億23百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△４億25百万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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  2,800  692 1,076 2,008 643 7,222  －  7,222 2,228

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 1,991  52 5 435 2,059 4,544  △4,483  60 5

計  4,792  745 1,082 2,444 2,702 11,766  △4,483  7,282 2,234

セグメント利益又は 

損失（△） 
 798  71 17 144 16 1,047  △19  1,028 67

  

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  1,024 756 540 11,771 32  11,804  － 11,804

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 0 － 378 446 72  518  △518 －

計  1,025 756 919 12,217 105  12,323  △518 11,804

セグメント利益又は 

損失（△） 
 114 3 28 1,242 △38  1,204  △423 780



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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33百万円には、セグメント間取引消去33百万円

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△４億20百万円には、セグメント間取引消去△40百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△３億80百万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。  

   

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （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  3,204  927 1,414 4,381 755 10,684  －  10,684 2,347

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 2,986  73 7 657 3,006 6,730  △6,678  51 28

計  6,191  1,001 1,421 5,038 3,761 17,415  △6,678  10,736 2,376

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,264  77 135 617 159 2,253  33  2,287 56

  

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  638 613 480 14,764 26  14,791  － 14,791

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2 － 554 637 59  697  △697 －

計  640 613 1,035 15,402 86  15,488  △697 14,791

セグメント利益又は 

損失（△） 
 47 △10 63 2,444 △31  2,412  △420 1,992

（５）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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