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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 28,170 △4.7 2,599 △32.1 1,906 △19.3 1,877 7.1
24年3月期第2四半期 29,554 16.5 3,826 53.8 2,361 76.9 1,752 27.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,645百万円 （23.6％） 24年3月期第2四半期 1,331百万円 （35.2％）

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

25年3月期第2四半期 37.31 ―
24年3月期第2四半期 35.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 85,467 31,002 36.2
24年3月期 92,993 29,718 31.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  30,966百万円 24年3月期  29,652百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有  
※連結業績予想の修正については、本日（平成24年11月９日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

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 54,000 0.9 4,500 △18.1 3,600 △21.4 3,600 8.4 71.54



(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。 

※  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） 25年3月期2Q 53,432,510 株 24年3月期 53,432,510 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,112,732 株 24年3月期 3,112,581 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 50,319,827 株 24年3月期2Q 49,511,336 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要を背景に、緩やかに回復し、企業の生産活動や設備

投資にも持ち直しの動きがみられました。一方、海外経済は、欧州金融不安による欧州経済の動揺や世界経済を牽

引してきた中国経済の成長鈍化、円高の長期化による企業業績への影響など、企業を取り巻く環境は厳しく、先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

 こうした経営環境の下、当社グループは、米国で開催された世界的な工作機械の展示会「IMTS2012」に出展し、

ユーザーニーズの高い大型ワイヤ放電加工機など新製品を紹介するなど顧客の獲得に努めたほか、経済成長が著し

く、さらなる需要の増加が見込まれるベトナムに新たに現地法人を設立し、販売網を拡充いたしました。また、主

に産業機械事業、食品機械事業を担当していた連結子会社である株式会社ソディックプラステックを平成24年７月

１日付で吸収合併し、経営資源の効率化と経営スピードの向上を図るとともに、収益力の強化に努めました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比13億83百万円減の281億70百万円（前年同四

半期比4.7％減）となりました。利益面では、営業利益は前年同四半期比12億27百万円減の25億99百万円（前年同

四半期比32.1％減）、経常利益は前年同四半期比４億55百万円減の19億６百万円（前年同四半期比19.3％減）、四

半期純利益は前年同四半期比１億24百万円増の18億77百万円（前年同四半期比7.1％増）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75億26百万円減少し、854億67百万円となりました。主な減少要因として 

は、有利子負債の圧縮に努めた結果、現金及び預金が89億70百万円減少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、88億10百万円減少し、544億64百万円となりました。主な 

減少要因としては、短期借入金が90億５百万円減少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、12億83百万円増加し、310億２百万円となりました。主な増加 

要因としては、利益剰余金15億53百万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25年３月期の業績予想につきましては、本日別途公表致しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

   

   

（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 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

は軽微であります。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,034 19,064

受取手形及び売掛金 12,745 13,696

商品及び製品 5,325 5,189

仕掛品 4,905 4,774

原材料及び貯蔵品 8,706 8,899

その他 4,013 3,296

貸倒引当金 △193 △181

流動資産合計 63,536 54,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,804 17,667

機械装置及び運搬具 11,727 11,741

その他 11,010 11,676

減価償却累計額 △19,134 △18,806

有形固定資産合計 22,408 22,278

無形固定資産   

のれん 2,632 2,533

その他 894 961

無形固定資産合計 3,527 3,494

投資その他の資産   

その他 3,879 5,278

貸倒引当金 △358 △322

投資その他の資産合計 3,521 4,955

固定資産合計 29,456 30,728

資産合計 92,993 85,467



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,888 10,725

短期借入金 16,083 7,077

1年内返済予定の長期借入金 6,132 9,107

未払法人税等 225 273

引当金 726 707

その他 7,842 5,396

流動負債合計 41,899 33,288

固定負債   

社債 44 37

長期借入金 19,065 19,027

退職給付引当金 1,047 959

その他の引当金 136 138

資産除去債務 220 222

その他 862 791

固定負債合計 21,376 21,176

負債合計 63,275 54,464

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 6,891 8,444

自己株式 △1,694 △1,694

株主資本合計 31,851 33,404

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 206 △31

為替換算調整勘定 △2,405 △2,406

その他の包括利益累計額合計 △2,198 △2,438

新株予約権 23 －

少数株主持分 41 35

純資産合計 29,718 31,002

負債純資産合計 92,993 85,467



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 29,554 28,170

売上原価 19,613 19,520

売上総利益 9,940 8,649

割賦販売未実現利益戻入額 3 2

差引売上総利益 9,944 8,652

販売費及び一般管理費   

人件費 2,492 2,480

貸倒引当金繰入額 47 △37

その他 3,577 3,610

販売費及び一般管理費合計 6,117 6,053

営業利益 3,826 2,599

営業外収益   

受取利息 19 39

受取配当金 18 18

スクラップ売却益 15 42

その他 86 71

営業外収益合計 139 170

営業外費用   

支払利息 311 334

為替差損 997 476

その他 295 52

営業外費用合計 1,604 863

経常利益 2,361 1,906

特別利益   

固定資産売却益 16 18

受取保険金 － 1,285

その他 19 77

特別利益合計 36 1,382

特別損失   

固定資産除却損 24 27

減損損失 11 935

災害による損失 － 310

その他 10 18

特別損失合計 46 1,290

税金等調整前四半期純利益 2,351 1,997

法人税、住民税及び事業税 431 373

法人税等調整額 172 △259

法人税等合計 604 113

少数株主損益調整前四半期純利益 1,746 1,884

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 6

四半期純利益 1,752 1,877



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,746 1,884

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19 △238

為替換算調整勘定 △395 0

その他の包括利益合計 △415 △238

四半期包括利益 1,331 1,645

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,334 1,637

少数株主に係る四半期包括利益 △3 8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 2,351 1,997

減価償却費 1,056 1,098

のれん償却額 77 99

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △39

受取利息及び受取配当金 △37 △57

支払利息 311 334

為替差損益（△は益） 281 70

減損損失 11 935

災害損失 － 310

売上債権の増減額（△は増加） △45 △1,328

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,060 △466

仕入債務の増減額（△は減少） 1,107 221

未払金の増減額（△は減少） △81 △351

前受金の増減額（△は減少） △46 △1,510

その他 303 △1,607

小計 4,204 △293

利息及び配当金の受取額 37 63

利息の支払額 △310 △328

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25 △255

保険金の受取額 － 1,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,906 471

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 △715 △69

定期預金の払戻による収入 － 708

有形固定資産の取得による支出 △1,016 △2,328

有形固定資産の売却による収入 31 37

無形固定資産の取得による支出 △124 △123

投資有価証券の取得による支出 △2 △1,001

投資有価証券の売却による収入 7 816

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △478

貸付けによる支出 － △49

貸付金の回収による収入 267 300

その他 △29 △109

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,580 △2,296



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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） 5,643 △8,897

長期借入れによる収入 3,490 5,500

長期借入金の返済による支出 △1,842 △2,560

社債の償還による支出 △677 △7

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △297 △301

少数株主への配当金の支払額 △62 △7

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △106 △51

その他 △247 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,900 △6,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △357 △115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,868 △8,296

現金及び現金同等物の期首残高 16,615 27,316

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △29

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,483 18,989



  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23年４月１日 至平成23年９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83百万円には、セグメント間取引消去83百万円

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△８億２百万円には、セグメント間取引消去△61百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△７億41百万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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  6,501  1,843 2,701 8,578 1,605 21,229  －  21,229 4,436

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 5,805  138 12 1,032 5,995 12,983  △12,904  79 6

計  12,306  1,981 2,713 9,611 7,601 34,213  △12,904  21,309 4,443

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,285  203 194 1,199 328 4,210  83  4,294 25

  

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  1,320  1,259 1,256 29,502 51  29,554  － 29,554

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3  － 1,262 1,352 113  1,466  △1,466 －

計  1,323  1,259 2,518 30,855 165  31,020  △1,466 29,554

セグメント利益又は 

損失（△） 
 16  △24 343 4,655 △26  4,629  △802 3,826



Ⅱ 当第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 

  

（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85百万円には、セグメント間取引消去85百万円

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△９億97百万円には、セグメント間取引消去△80百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△９億16百万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。 

  

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  

（固定資産に係る減損損失） 

 「工作機械その他アジア」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。  

 Sodick (Thailand) Co., Ltd.は前連結会計年度に発生した洪水によって建物に浸水被害を受けました

が、当第２四半期連結会計期間に修繕が完了いたしました。この建物について鑑定評価額を算定したところ

浸水被害の影響により帳簿価額を著しく下回っていたため減損の兆候があるものと判断しました。  

 またSodick (Thailand) Co., Ltd.は洪水によって被害を受けた設備を廃棄して保険金収入により新規設

備を取得し、水害リスクの分散・回避を目的として新工場を建設したほか、賃金の引き上げによる人件費の

増加が見込まれるなど固定費増加により営業活動から生じる損益の低下も見込まれるため、同社が保有する

固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては９億31百万円であります。 

   

  （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  6,568  1,696 2,225 4,663 2,094 17,249  －  17,249 8,204

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 4,570  1 12 2,270 4,762 11,617  △11,533  84 49

計  11,138  1,698 2,238 6,933 6,856 28,866  △11,533  17,333 8,253

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,264  228 124 228 296 2,142  85  2,228 1,067

  

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  1,432  697 560 28,144 26  28,170  － 28,170

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  － 1,420 1,554 126  1,681  △1,681 －

計  1,433  697 1,981 29,699 152  29,852  △1,681 28,170

セグメント利益又は 

損失（△） 
 94  △157 360 3,594 1  3,596  △997 2,599
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