
東洋機械金属株式会社 上場取引所  東 大

6210 (URL  http://www.toyo-mm.co.jp/   )

 （役職名） 代表取締役社長　　　　（氏名） 片山 三太郎

 （役職名） 常務取締役管理本部長　（氏名） 二見　泰博 ＴＥＬ (078) 942 - 2345

四半期報告書提出予定日　 平成23年８月11日 配当支払開始予定日　 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

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）

（１）連結経営成績（累計）

（２）連結財政状態

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：

※24年３月期の配当予想につきましては、未定でございます。詳細は、｢業績予想の適切な利用に関する

　説明、その他特記事項｣をご覧下さい。

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有
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４. その他

（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

新規　－社　（社名）　　　　　　　　　　　　　　　、除外　－社　（社名）　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：

（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 ：

      ②　①以外の会計方針変更 ：

      ③　会計上の見積りの変更 ：

      ④　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いません。

　※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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。

　業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、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。

・平成24年３月期の配当予想につきましては、業績の状況を見極め中であり、現時点で未定のため開示しておりま
　せん。配当予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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（平成23年４月～平成23年６月）においては、国内市場は、東日本大震災の影

　響によるサプライチェーン上の問題等により低調でありました。一方、海外市場では、中国におけるＩＴ・

　電子機器関連の需要が堅調であり、また、欧米での医療・容器類等の需要も回復基調にありました。しかし

　ながら、円高により、輸出環境は悪化しました。この結果、受注高は前年同四半期比8.2％減の48億９千２百

　万円となりました。また、売上高は、前年同四半期比16.3％増の46億２百万円となりました。

　　従って、当第１四半期連結累計期間における損益につきましては、売上高の増加やコストの引下げ等によ

　り、営業利益２億１百万円、経常利益２億１千７百万円、四半期純利益１億８千７百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　（資産）

　　流動資産は、前連結会計年度末に比べて６億６千５百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金

　の増加９億６千５百万円、たな卸資産の増加２億８千５百万円及び受取手形及び売掛金の減少４億５千４百

　万円によるものであります。

　　固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億２千６百万円減少いたしました。これは、主に減価償却等に

　よる有形固定資産の減少８千１百万円及び無形固定資産の減少３千２百万円によるものであります。

　（負債）

　　流動負債は、前連結会計年度末に比べて５億２千５百万円増加いたしました。これは、主に短期借入金の

　増加５億５千６百万円によるものであります。

　　固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億５千万円減少いたしました。これは、主に長期借入金から１

　年内返済予定の長期借入金への振替による減少１億４百万円によるものであります。

　（純資産）

　　純資産は、前連結会計年度末に比べて１億６千４百万円増加いたしました。これは、主に四半期純利益の

　計上等による利益剰余金の増加１億４千６百万円によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

  　通期の見通しにつきましては、自動車関連等において震災からの生産回復による需要増が見込まれますが

　国内需要の低迷や円高による輸出環境の悪化等に加え、欧米経済の不振や新興国のインフレに対する景気引

　締めが市場に及ぼす影響が懸念されます。

　　従って、第２四半期連結累計期間及び連結会計年度の業績予想につきましては、平成23年７月28日公表の

　「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。

２．サマリー情報（その他）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

　　　　該当事項はありません。
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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 1,818,227 2,783,801

受取手形及び売掛金 6,344,617 5,890,177

商品及び製品 1,888,853 1,951,270

仕掛品 1,105,951 1,309,005

原材料及び貯蔵品 547,887 567,633

その他 365,317 234,489

貸倒引当金 △17,964 △17,716

流動資産合計 12,052,890 12,718,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,290,976 2,263,472

機械装置及び運搬具（純額） 1,105,432 1,056,511

工具、器具及び備品（純額） 145,188 142,489

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 18,077 15,635

有形固定資産合計 4,374,022 4,292,457

無形固定資産 320,920 288,270

投資その他の資産   

投資有価証券 156,175 144,838

その他 89,157 88,498

貸倒引当金 △41,565 △41,493

投資その他の資産合計 203,767 191,843

固定資産合計 4,898,709 4,772,571

資産合計 16,951,600 17,491,232
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(単位：千円)

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 4,145,252 4,096,543

短期借入金 1,144,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 376,000 376,000

未払費用 416,649 296,136

未払法人税等 36,608 35,271

未払消費税等 10,273 9,608

繰延税金負債 4,431 4,262

製品保証引当金 4,555 4,258

役員賞与引当金 11,100 6,250

その他 470,859 617,007

流動負債合計 6,619,730 7,145,337

固定負債   

長期借入金 540,000 435,500

繰延税金負債 327,924 324,544

退職給付引当金 1,468,951 1,436,874

その他 52,541 41,708

固定負債合計 2,389,417 2,238,626

負債合計 9,009,147 9,383,964

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,506,512 2,506,512

資本剰余金 2,028,834 2,028,834

利益剰余金 3,536,059 3,682,313

自己株式 △48,187 △48,187

株主資本合計 8,023,218 8,169,472

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,417 5,780

為替換算調整勘定 △156,321 △134,856

その他の包括利益累計額合計 △141,904 △129,076

少数株主持分 61,138 66,870

純資産合計 7,942,452 8,107,267

負債純資産合計 16,951,600 17,491,232
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

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 3,957,371 4,602,708

売上原価 3,084,559 3,510,928

売上総利益 872,811 1,091,780

販売費及び一般管理費 780,857 889,950

営業利益 91,954 201,829

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,600 1,616

固定資産賃貸料 21,280 21,280

為替差益 12,670 6,369

その他 1,575 3,501

営業外収益合計 37,126 32,767

営業外費用   

支払利息 9,010 5,990

手形売却損 1,617 2,654

固定資産除却損 75 2,028

固定資産賃貸費用 2,212 2,126

その他 3,255 4,228

営業外費用合計 16,171 17,029

経常利益 112,909 217,567

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,919 －

特別損失合計 7,919 －

税金等調整前四半期純利益 104,990 217,567

法人税、住民税及び事業税 5,630 26,332

法人税等調整額 △1,285 △849

法人税等合計 4,344 25,483

少数株主損益調整前四半期純利益 100,645 192,084

少数株主利益 9,070 4,599

四半期純利益 91,575 187,484
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 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：千円)

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 100,645 192,084

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,488 △8,636

為替換算調整勘定 13,061 22,597

その他の包括利益合計 8,572 13,960

四半期包括利益 109,218 206,044

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,183 200,312

少数株主に係る四半期包括利益 11,034 5,732
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 (３)　継続企業の前提に関する注記

　　　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）

　　　　該当事項はありません。

 (４)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　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）

　　　　該当事項はありません。
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