
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24年2月14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３半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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月期の期末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：
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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」

　をご覧下さい。

・平成24年３月期の期末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３四半期連結累計期間（平成23年４月～平成23年12月）においては、国内外における甚大な自然災害

　の発生が産業界へ影響を及ぼし、また、円高や欧米での財政・金融問題、新興国におけるインフレ対策とし

　ての金融引締等により、経済・輸出環境は厳しい状況が続きました。当社グループに関連する市場では、自

　動車関連等が復興需要を含めて堅調に推移しましたが、中国・アジアにおける電子機器関連の需要は減速し

　ました。

　　このような状況下で、当社製品の受注は、国内では持ち直しましたが、一方、海外では需要低迷及び円高

　による輸出環境の悪化等の影響を受けて低調に推移しました。

　【射出成形機】

　　　射出成形機につきましては、自動車関連並びに医療や生活関連用品向けの需要は堅調に推移しました。

　　しかしながら、ＩＴ・電子機器関連向けの小型機の需要が中国や他のアジア市場で低迷し、海外における

　　受注は減少しました。

　【ダイカストマシン】

　　　ダイカストマシンにつきましては、海外においては電子機器関連を中心に需要が大きく減少しましたが、

　　国内における自動車関連等の需要が伸長し、受注は増加しました。

　　この結果、当第３四半期連結累計期間における受注高は、前年同四半期比3.2％減の150億４千１百万円と

　なりました。また、売上高は、前年同四半期比3.0％増の143億９千４百万円となりました。

　　従って、当第３四半期連結累計期間における損益につきましては、市場での価格低下が続きましたが、売

　上高の増加やコストの引下げ等により、営業利益は５億５千２百万円、経常利益は５億９百万円、四半期純

　利益は４億４千４百万円となりました。

（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12億２千９百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金

　の増加14億１千８百万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３億８千万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２億７千１百万円及び無形固定資産の減少９千２百万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８億４千３百万円増加いたしました。これは、主に短期借入金の

　増加12億５千６百万円及び支払手形及び買掛金の減少４億２千３百万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３億４千４百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金の

　減少３億１千３百万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３億５千万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３億８千３百万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

  　通期見通しにつきましては、欧州の金融不安が続き、新興国における景気も失速の懸念が深まりました。

　また、円高が定着し、輸出環境はさらに厳しくなると予想されます。しかしながら、被災した設備の復旧・

　復興需要や国内企業の海外展開における新規需要を取込み、海外を中心に受注・売上の拡大を図ります。さ

　らに、一層の生産性向上や原価低減に注力し、業績確保に努めます。従って、通期の業績予想につきまして

　は、修正を行いました。
　　なお、通期の連結業績予想に関する事項については、本日（平成24年１月27日）公表の「業績予想の修正

　に関するお知らせ」を参照してください。
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,818,227 3,236,324

受取手形及び売掛金 6,344,617 6,245,502

商品及び製品 1,888,853 1,868,319

仕掛品 1,105,951 1,125,332

原材料及び貯蔵品 547,887 576,310

その他 365,317 248,346

貸倒引当金 △17,964 △17,677

流動資産合計 12,052,890 13,282,457

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,290,976 2,175,498

機械装置及び運搬具（純額） 1,105,432 958,882

工具、器具及び備品（純額） 145,188 128,798

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 18,077 24,266

建設仮勘定 － 235

有形固定資産合計 4,374,022 4,102,029

無形固定資産 320,920 228,721

投資その他の資産   

投資有価証券 156,175 137,316

その他 89,157 91,931

貸倒引当金 △41,565 △41,493

投資その他の資産合計 203,767 187,754

固定資産合計 4,898,709 4,518,505

資産合計 16,951,600 17,800,963
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,145,252 3,722,134

短期借入金 1,144,000 2,400,000

1年内返済予定の長期借入金 376,000 418,000

未払費用 416,649 311,220

未払法人税等 36,608 91,401

未払消費税等 10,273 11,218

繰延税金負債 4,431 3,754

製品保証引当金 4,555 27,140

役員賞与引当金 11,100 18,750

その他 470,859 459,116

流動負債合計 6,619,730 7,462,735

固定負債   

長期借入金 540,000 226,500

繰延税金負債 327,924 283,391

退職給付引当金 1,468,951 1,483,157

その他 52,541 51,991

固定負債合計 2,389,417 2,045,039

負債合計 9,009,147 9,507,775

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 3,919,115

自己株式 △48,187 △48,214

株主資本合計 8,023,218 8,406,247

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 △1,741

為替換算調整勘定 △156,321 △178,370

その他の包括利益累計額合計 △141,904 △180,112

少数株主持分 61,138 67,051

純資産合計 7,942,452 8,293,187

負債純資産合計 16,951,600 17,800,963
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 13,969,819 14,394,044

売上原価 10,692,968 11,071,174

売上総利益 3,276,851 3,322,869

販売費及び一般管理費 2,666,056 2,770,583

営業利益 610,794 552,286

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,116 3,904

固定資産賃貸料 63,541 60,483

その他 15,141 13,534

営業外収益合計 83,799 77,922

営業外費用   

支払利息 23,584 17,434

手形売却損 6,104 6,399

固定資産除却損 3,629 2,998

固定資産賃貸費用 6,637 6,380

為替差損 71,450 73,313

その他 15,433 14,082

営業外費用合計 126,839 120,608

経常利益 567,754 509,600

特別利益   

貸倒引当金戻入額 759 －

特別利益合計 759 －

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 560,594 509,600

法人税、住民税及び事業税 18,917 95,863

法人税等調整額 △3,919 △42,510

法人税等合計 14,998 53,352

少数株主損益調整前四半期純利益 545,596 456,247

少数株主利益 9,651 11,347

四半期純利益 535,944 444,899

東洋機械金属株式会社（6210）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

-6-



 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 545,596 456,247

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,661 △16,158

為替換算調整勘定 △39,852 △27,483

その他の包括利益合計 △34,191 △43,642

四半期包括利益 511,404 412,605

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 501,752 406,692

少数株主に係る四半期包括利益 9,651 5,913
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 (３)　継続企業の前提に関する注記

　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　　　　該当事項はありません。
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