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 （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11月11日 配当支払開始予定日　 　平成23年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト向け）

１. 平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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。

株株 23年３月期２Ｑ20,614,744 20,615,456

24年３月期２Ｑ

24年３月期２Ｑ

24年３月期２Ｑ

20,703,000

88,355②

③

期末発行済株式数（自己株式を含む）①

期末自己株式数

期中平均株式数（四半期累計）

株株

株 株

23年３月期

23年３月期

20,703,000

88,232

無

無

無

無

無



添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・ 2

　（１）連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・ 2

　（２）連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・ 2

　（３）連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・ 2

２．サマリー情報（その他）に関する情報・・・・・・・・・・・・・ 3

　（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・ 3

　（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

　（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・ 3

３．四半期連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（１）四半期連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（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・・・・ 6

　四半期連結損益計算書

　　第２四半期連結累計期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

　四半期連結包括利益計算書

　　第２四半期連結累計期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

　（３）継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・ 8

東洋機械金属株式会社（6210）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-1-



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２四半期連結累計期間（平成23年４月～平成23年９月）における当社グループに関連する市場は、国

　内では、東日本大震災や電力供給問題による需要減から回復傾向にありますが、他方、円高も加わり、生産

　拠点の海外へのシフトが加速しています。海外では、アジアを中心とした新興国において、自動車関連等の

　需要は堅調に推移しましたが、ＩＴ・電子機器関連の需要が一服状態となりました。

　　このような状況下で、当社製品の受注は、国内市場の低迷及び円高による輸出環境の悪化により、厳しい

　結果となりました。

　【射出成形機】

　　　射出成形機につきましては、当業界全体での出荷が月1,000台を下回り低調に推移しました。特に、パ

　　ソコン等のＩＴ・電子機器関連の需要が伸びず、アジアでの需要が減少しました。他方、自動車関連並び

　　に医療機器や生活関連用品向けは堅調でありました。

　【ダイカストマシン】

　　　ダイカストマシンにつきましては、国内においては更新需要等がありました。また、海外では電子機器

　　関連の需要が低調でしたが、中国やインドを含む南アジア等での自動車関連の需要は堅調でした。

　　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7.8％減の93億１千２百万円と

　なりました。また、売上高は、前年同四半期比6.9％増の94億１千２百万円となりました。

　　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、円高等の影響がありましたが、売上高

　の増加やコストの引下げ等により、営業利益は３億３千６百万円、経常利益は３億９百万円、四半期純利益

　は２億４千２百万円となりました。

（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５億７千７百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金

　の増加５億８千５百万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２億１千３百万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１億５千７百万円及び無形固定資産の減少６千５百万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３億８千１百万円増加いたしました。これは、主に短期借入金の

　増加７億５千６百万円及び支払手形及び買掛金の減少３億３千４百万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２億１千７百万円減少いたしました。これは、主に長期借入金の

　返済による減少２億９百万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１億９千９百万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２億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、欧米のみならず新興国における景気減速の懸念や円レートの高止まり等に

　より、輸出環境は一層厳しくなると予想されます。当社製品の射出成形機及びダイカストマシンともに、需

　要は世界経済の動向に大きく影響を受けます。引続き、海外を中心に受注・売上の拡大を図り、また、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、現時点

　では、平成23年７月28日に発表いたしました業績予想と変更ありません。
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,818,227 2,404,168

受取手形及び売掛金 6,344,617 6,444,039

商品及び製品 1,888,853 1,876,639

仕掛品 1,105,951 1,122,074

原材料及び貯蔵品 547,887 598,515

その他 365,317 203,430

貸倒引当金 △17,964 △18,866

流動資産合計 12,052,890 12,630,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,290,976 2,220,812

機械装置及び運搬具（純額） 1,105,432 1,010,103

工具、器具及び備品（純額） 145,188 142,644

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 18,077 28,139

有形固定資産合計 4,374,022 4,216,047

無形固定資産 320,920 255,708

投資その他の資産   

投資有価証券 156,175 141,304

その他 89,157 113,660

貸倒引当金 △41,565 △41,493

投資その他の資産合計 203,767 213,471

固定資産合計 4,898,709 4,685,227

資産合計 16,951,600 17,315,228
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,145,252 3,810,999

短期借入金 1,144,000 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 376,000 376,000

未払費用 416,649 422,852

未払法人税等 36,608 56,509

未払消費税等 10,273 9,116

繰延税金負債 4,431 4,098

製品保証引当金 4,555 6,336

役員賞与引当金 11,100 12,500

その他 470,859 402,887

流動負債合計 6,619,730 7,001,302

固定負債   

長期借入金 540,000 331,000

繰延税金負債 327,924 323,602

退職給付引当金 1,468,951 1,463,084

その他 52,541 54,037

固定負債合計 2,389,417 2,171,724

負債合計 9,009,147 9,173,026

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 3,737,028

自己株式 △48,187 △48,214

株主資本合計 8,023,218 8,224,161

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 2,246

為替換算調整勘定 △156,321 △149,299

その他の包括利益累計額合計 △141,904 △147,053

少数株主持分 61,138 65,093

純資産合計 7,942,452 8,142,202

負債純資産合計 16,951,600 17,315,228
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 8,804,408 9,412,448

売上原価 6,762,274 7,213,421

売上総利益 2,042,133 2,199,026

販売費及び一般管理費 1,711,187 1,862,560

営業利益 330,946 336,465

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,955 2,003

固定資産賃貸料 42,411 41,361

その他 13,497 5,892

営業外収益合計 57,864 49,257

営業外費用   

支払利息 16,177 12,027

手形売却損 3,486 4,324

固定資産除却損 3,588 2,840

固定資産賃貸費用 4,425 4,253

為替差損 20,074 40,807

その他 10,284 11,845

営業外費用合計 58,037 76,098

経常利益 330,773 309,625

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,044 －

特別利益合計 2,044 －

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 324,899 309,625

法人税、住民税及び事業税 9,103 63,614

法人税等調整額 △2,696 △1,954

法人税等合計 6,407 61,659

少数株主損益調整前四半期純利益 318,491 247,965

少数株主利益 5,541 5,766

四半期純利益 312,950 242,199
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 318,491 247,965

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,730 △12,170

為替換算調整勘定 △17,358 5,210

その他の包括利益合計 △22,088 △6,960

四半期包括利益 296,402 241,005

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 291,575 237,050

少数株主に係る四半期包括利益 4,827 3,955
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 (３)　継続企業の前提に関する注記

　　　当第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）

　　　　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）

　　　　該当事項はありません。

東洋機械金属株式会社（6210）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-8-


	ketugou.pdf
	kessan.pdf
	tansin.pdf
	xbrlHtmlPr.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	8.pdf
	hyou1.pdf
	hyou2.pdf

	hyou1.pdf
	hyou2.pdf

	1.pdf
	2.pdf

	hyou1.pdf
	hyou2.pdf



