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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 ※26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。 
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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 10,919 7.8 738 21.0 974 59.7 795 80.5
25年３月期第２四半期 10,131 7.6 610 81.4 610 97.0 440 82.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,000百万円 ( 116.0％) 25年３月期第２四半期 462百万円 ( 92.1％)

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

26年３月期第２四半期 38 60 －
25年３月期第２四半期 21 38 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 19,289 10,702 54.8
25年３月期 17,485 9,764 55.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 10,566百万円 25年３月期 9,648百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 － － 2 00 － － 3 00 5 00

26年３月期 － － 3 00

26年３月期(予想) － － － － － －

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 20,700 5.9 1,080 11.6 1,330 8.2 1,000 12.9 48 51



  

 

 

 
  

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。 

  

・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３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

・平成26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。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(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            :  無

（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 ： 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 20,703,000 25年３月期 20,703,000

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 88,948 25年３月期 88,741

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 20,614,165 25年３月期２Ｑ 20,614,525

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月～平成25年９月）においては、国内経済は金融緩和による円

高の是正や政府の経済対策等により景気回復の兆しが見られました。一方、海外では米国の景気は堅調で

したが、欧州は依然として低調に推移し、中国やインド等の新興国においては経済成長が鈍化しました。

 当社グループの関連する市場におきましては、国内では厳しい状況が続きましたが、政府の投資促進策

等によって設備投資の需要が出てきました。また、海外における需要は円安効果と中国を中心とした東ア

ジアでの需要の増加により堅調に推移しました。 

 このような状況下で、当社製品につきましては、中国や韓国におけるＩＴ機器や電子部品等の需要が前

半を中心に大幅に増加しました。また、国内では、自動車関連等での設備投資が回復傾向にあり、需要は

増加の兆しが見られました。 

  

［射出成形機］   

射出成形機につきましては、海外においては中国等でのＩＴ機器や電子部品向けの小型機の需要が増加

し、自動車関連も堅調な需要がありました。また、国内では景気回復に伴い、自動車関連等での設備投資

は増加傾向にありました。 

  

［ダイカストマシン］ 

ダイカストマシンにつきましては、海外における自動車関連の需要は堅調に推移しました。また、中国

や韓国におけるＩＴ機器向けの中小型機の需要が前半で大幅に増加しました。一方、国内市場についても

自動車関連の需要が増加しました。  

  

この結果、当第２四半期連結累計期間における受注高は、前年同四半期比32.5％増の128億３千３百万

円となりました。また、売上高は、前年同四半期比7.8％増の109億１千９百万円となりました。 

 従って、当第２四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低減等に取

組みました結果、営業利益は７億３千８百万円、経常利益は９億７千４百万円、四半期純利益は７億９千

５百万円となりました。  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて17億８千２百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預

金の増加14億８百万円及び受取手形及び売掛金の増加２億９千５百万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２千１百万円増加いたしました。これは、主に投資その他の資

産の増加３千２百万円、無形固定資産の増加３千１百万円及び減価償却等による有形固定資産の減少４千

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３億９千３百万円減少いたしました。これは、主に短期借入金

の減少13億円及び支払手形及び買掛金の増加６億９千５百万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12億５千９百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金

の増加12億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９億３千８百万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７億３千３百万円によるものであります。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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通期の見通しにつきましては、国内では、為替の円高是正と金融・財政施策の効果で、景気は回復基調

にあります。他方、海外では、米国の景気は堅調でありますが、財政や金融緩和縮小等の問題を抱えてい

ます。また、欧州は依然として金融不安が残り、新興国経済は減速傾向が続くと予想され、世界経済は不

透明感を増しています。当社を取り巻く市場環境は、国内を中心とした設備投資は期待できるものの、中

国及び他のアジア地域での需要は減少傾向にあり、また、欧米市場の需要も低調に推移し、全体として厳

しい状況が見込まれます。 

 引き続き、回復する国内需要や海外への生産シフトによる設備投資の取り込み、また、海外パートナー

との連携による新市場の需要開拓等を進め、受注・売上を確保します。さらに、新製品シリーズの早期市

場投入や一層のコスト低減等により市場競争力の強化に努めます。 

 従って、連結会計年度の業績予想につきましては、平成25年10月24日公表の「通期連結業績予想の修正

に関するお知らせ」の通り修正いたします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（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
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,605,353 5,013,712

受取手形及び売掛金 5,687,441 5,983,165

商品及び製品 2,082,488 2,137,782

仕掛品 1,181,596 1,187,193

原材料及び貯蔵品 405,894 363,886

繰延税金資産 31,630 28,994

その他 201,432 263,830

貸倒引当金 △10,756 △11,037

流動資産合計 13,185,080 14,967,528

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,043,851 2,026,842

機械装置及び運搬具（純額） 784,233 741,644

工具、器具及び備品（純額） 81,114 92,562

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 20,073 16,869

建設仮勘定 10,755 19,652

有形固定資産合計 3,754,376 3,711,918

無形固定資産 243,542 274,663

投資その他の資産

投資有価証券 188,842 214,632

繰延税金資産 78,171 82,793

その他 67,790 70,206

貸倒引当金 △32,608 △32,536

投資その他の資産合計 302,196 335,095

固定資産合計 4,300,116 4,321,678

資産合計 17,485,196 19,289,207
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,054,045 3,749,854

短期借入金 1,300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 122,000 300,000

未払費用 517,695 524,249

未払法人税等 227,807 135,562

未払消費税等 11,444 11,700

繰延税金負債 3,283 3,283

製品保証引当金 42,478 69,034

役員賞与引当金 22,300 9,060

その他 467,923 572,353

流動負債合計 5,768,976 5,375,098

固定負債

長期借入金 － 1,200,000

繰延税金負債 284,706 291,676

退職給付引当金 1,622,549 1,698,727

その他 44,638 21,200

固定負債合計 1,951,894 3,211,603

負債合計 7,720,870 8,586,702

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 5,183,593 5,917,518

自己株式 △48,297 △48,351

株主資本合計 9,670,642 10,404,513

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,792 49,969

為替換算調整勘定 △54,557 112,278

その他の包括利益累計額合計 △21,764 162,247

少数株主持分 115,448 135,743

純資産合計 9,764,326 10,702,504

負債純資産合計 17,485,196 19,289,207
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 10,131,234 10,919,914

売上原価 7,464,611 7,961,920

売上総利益 2,666,622 2,957,993

販売費及び一般管理費 2,056,312 2,219,411

営業利益 610,310 738,581

営業外収益

受取利息及び配当金 2,131 3,111

固定資産賃貸料 38,151 37,851

為替差益 － 227,567

その他 12,164 19,463

営業外収益合計 52,446 287,993

営業外費用

支払利息 12,227 5,808

手形売却損 1,832 1,469

固定資産除却損 11,758 2,453

固定資産賃貸費用 4,161 4,120

為替差損 16,551 －

支払手数料 3,509 34,057

その他 2,603 4,360

営業外費用合計 52,644 52,270

経常利益 610,112 974,305

税金等調整前四半期純利益 610,112 974,305

法人税、住民税及び事業税 169,957 175,788

法人税等調整額 △10,255 △3,627

法人税等合計 159,702 172,161

少数株主損益調整前四半期純利益 450,409 802,143

少数株主利益 9,600 6,376

四半期純利益 440,809 795,767
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 450,409 802,143

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,253 17,176

為替換算調整勘定 16,736 180,754

その他の包括利益合計 12,482 197,931

四半期包括利益 462,892 1,000,075

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 452,138 979,779

少数株主に係る四半期包括利益 10,753 20,295
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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