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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 21,076 18.2 436 225.3 497 157.6 310 174.3
24年3月期第2四半期 17,825 6.4 134 ― 193 471.3 113 329.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 262百万円 （180.9％） 24年3月期第2四半期 93百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 26.42 ―
24年3月期第2四半期 9.63 ―

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 22,142 12,167 55.0
24年3月期 23,941 12,052 50.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,167百万円 24年3月期  12,052百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 12.50 12.50

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  ：  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 43,300 6.2 1,000 15.1 1,130 11.8 690 30.2 58.72



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.２「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 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

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   ：  有
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 12,067,120 株 24年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 315,684 株 24年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,751,436 株 24年3月期2Q 11,751,436 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、復興需要やエコカー補助金などに牽引され、緩やかに持ち直

しの動きが見られたものの、欧州債務問題や新興国の成長減速の影響もあり、先行き不透明な状況のまま推移いた

しました。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、エコカー補助金に加え北米需要の回復など

も追い風となり、設備投資や研究開発投資の動きが活発となってまいりました。しかしながら、中国における反日

活動の影響や世界経済の後退懸念により、先行きについては厳しい展望も出始めております。工作機械におきまし

ても、北米需要は堅調ながら、中国需要は鈍化の兆候が見られました。また、電気・電子・半導体につきまして

は、激しい国際競争が続くなど、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 こうした中、当社グループにおきましては、第７次中期経営計画（平成23年度～平成25年度）に基づき、当社の

エンジニアリング力、ソリューション力を活かした提案営業の強化や新商材・新領域開発、及び海外事業の強化に

積極的に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は210億76百万円（前年同期比18.2％増）、営業利益は４億36百

万円（前年同期比225.3％増）、経常利益は４億97百万円（前年同期比157.6％増）、四半期純利益は３億10百万円

（前年同期比174.3％増）となりました。 

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて17億98百万円減少し、221億42百万円とな

りました。主な要因は、流動資産が18億58百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、たな卸資産が１億49百万円増加したものの、現金及び預金が５億42百万円減少したこと及び営業債

権が14億46百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて18億58百万円減少し、186億97百万円となり

ました。 

 流動負債は、営業債務が17億99百万円減少したこと及び未払法人税等が１億31百万円減少したことを主因に、前

連結会計年度末に比べて20億13百万円減少し、96億45百万円となりました。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて１億15百万円増加し、121億67百万円となり、自己資本比率は55.0％と

なりました。 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成24年10月29日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」のとおり修正を行っております。なお、平成25年３月期通期業績予想につきましては、平成24年５月14日に

公表いたしました内容から変更はありません。 

 詳細は、平成24年10月29日公表の「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 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、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、これによる当第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に与える影響

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：千円）

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 1,825,683 1,283,091

受取手形及び売掛金 16,387,453 14,941,363

商品及び製品 1,610,115 1,651,984

仕掛品 98,991 209,833

原材料及び貯蔵品 29,043 25,648

その他 631,674 611,114

貸倒引当金 △26,434 △25,150

流動資産合計 20,556,528 18,697,885

固定資産   

有形固定資産 1,738,780 1,873,924

無形固定資産 45,664 45,029

投資その他の資産 1,600,836 1,526,066

固定資産合計 3,385,280 3,445,020

資産合計 23,941,809 22,142,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,144,302 8,345,093

未払法人税等 288,858 157,758

賞与引当金 293,727 260,000

役員賞与引当金 － 10,500

その他 931,645 871,781

流動負債合計 11,658,534 9,645,133

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 93,900

その他 133,401 235,916

固定負債合計 230,601 329,816

負債合計 11,889,135 9,974,949

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 9,678,699 9,842,317

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 12,212,847 12,376,465

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191,080 129,839

為替換算調整勘定 △351,255 △338,349

その他の包括利益累計額合計 △160,174 △208,509

純資産合計 12,052,673 12,167,956

負債純資産合計 23,941,809 22,142,906



(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 17,825,461 21,076,481

売上原価 15,453,277 18,233,145

売上総利益 2,372,184 2,843,335

販売費及び一般管理費 2,237,978 2,406,726

営業利益 134,205 436,608

営業外収益   

受取利息 1,818 2,091

受取配当金 11,250 12,118

仕入割引 61,745 65,811

その他 12,600 13,146

営業外収益合計 87,414 93,167

営業外費用   

支払利息 1,833 911

売上割引 18,142 19,256

為替差損 6,971 10,635

その他 1,510 1,322

営業外費用合計 28,457 32,125

経常利益 193,163 497,650

特別利益   

固定資産売却益 3,052 1,278

特別利益合計 3,052 1,278

特別損失   

固定資産売却損 － 5,748

投資有価証券売却損 57 －

投資有価証券評価損 － 24,118

その他 3 80

特別損失合計 61 29,948

税金等調整前四半期純利益 196,154 468,981

法人税等 82,950 158,470

少数株主損益調整前四半期純利益 113,203 310,511

四半期純利益 113,203 310,511



(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 113,203 310,511

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,894 △61,241

繰延ヘッジ損益 178 －

為替換算調整勘定 2,851 12,906

その他の包括利益合計 △19,865 △48,334

四半期包括利益 93,337 262,176

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 93,337 262,176



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。 

   

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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