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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 

 ※25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。 

         

 

 
(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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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 4,902 6.5 329 63.4 385 77.1 280 49.6

24年３月期第１四半期 4,602 16.3 201 119.5 217 92.7 187 104.7

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 350百万円(70.1％) 24年３月期第１四半期 206百万円(88.7％)

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１四半期 13 60 －

24年３月期第１四半期 9 09 －

（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 ％

25年３月期第１四半期 18,522 9,095 48.6

24年３月期 17,532 8,807 49.8

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 9,010百万円 24年３月期 8,736百万円

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

24年３月期 － － 1 00 － － 3 00 4 00

25年３月期 － －

25年３月期(予想) － － － － － － － －

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 9,800 4.1 450 33.7 475 53.4 350 44.5 16 98

通 期 20,000 △0.5 800 △15.2 810 △15.9 680 △26.6 32 99



  

 

 
（注）詳細は、添付資料３ページ「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」をご覧下さい。  

 
  

※ 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 

・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当たっての注意事項等については、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25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。 

※ 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 ： 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

（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) 25年3月期1Ｑ 20,703,000株 24年3月期 20,703,000株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 88,428株 24年3月期 88,428株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 20,614,572株 24年3月期1Ｑ 20,614,768株
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 当第１四半期連結累計期間（平成24年４月～平成24年６月）においては、歴史的な円高や欧州の信用不安

に加え、中国やインド等の新興国における景気減速により、世界経済は一層不安定さを増しました。一方、

国内は、震災からの復興需要もあり、景気は回復基調にありました。当社グループに関連する市場では、家

電や電子部品向けの需要は低調でしたが、自動車関連等の設備投資が増加しました。 

 このような状況下で、当社製品の受注・売上は、国内では自動車関連や工業部品向けが増加し、生活関連

用品も堅調でした。一方、海外ではＩＴ・電子機器を中心とした中国向けが低調であり、欧米につきまして

も輸出環境は厳しい状況が続きました。 
  

［射出成形機］  

射出成形機につきましては、中国やその他のアジア地域におけるＩＴ・電子機器関連向けの小型機の需要

が減少しました。一方、国内・海外ともに自動車関連や生活関連用品向けの需要は堅調に推移しました。 
  

［ダイカストマシン］ 

ダイカストマシンにつきましては、自動車関連の需要は堅調でしたが、電子部品等向けを中心とした小型

機の需要が、昨年度のタイ洪水による一時的な復旧需要増の反動もあって大幅に減少し、受注は低調に推移

しました。  
  

この結果、当第１四半期連結累計期間における受注高は、前年同四半期比10.7％増の54億１千７百万円と

なりました。また、売上高は、前年同四半期比6.5％増の49億２百万円となりました。 

 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、円高等により価格競争が一層厳しくな

りましたが、売上高の増加やコスト低減等により、営業利益は３億２千９百万円、経常利益は３億８千５百

万円、四半期純利益は２億８千万円となりました。  

  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて10億６千９百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金

の増加10億５千３百万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７千９百万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７千３百万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７億２千６百万円増加いたしました。これは、主に短期借入金の

増加11億５千万円及び支払手形及び買掛金の減少３億４千６百万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２千５百万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４千２百万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２億８千８百万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２億１千８百万円によるものであります。   

  

通期の見通しにつきましては、欧州では金融不安や景気低迷が続き、新興国でも景気減速が鮮明となって

います。また、円の高止まりにより輸出環境はさらに悪化し、エコカー補助金の終了等で国内の自動車関連

の需要も先行き不透明となり、当社を取り巻く市場環境は厳しさが続くと見込まれます。このような環境の

下、当社グループは、新規市場の開拓や復興需要の取込み等による受注・売上の確保及びコスト低減による

業績改善に努めてまいりました。 

 この結果、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成24年７月26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。 

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

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,830,285 3,884,231

受取手形及び売掛金 6,467,202 6,447,316

商品及び製品 1,856,491 1,958,514

仕掛品 1,161,949 1,081,846

原材料及び貯蔵品 427,323 475,674

繰延税金資産 25,047 13,767

その他 241,259 214,875

貸倒引当金 △15,048 △12,537

流動資産合計 12,994,512 14,063,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,148,730 2,127,491

機械装置及び運搬具（純額） 922,666 884,493

工具、器具及び備品（純額） 123,691 112,855

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 21,242 18,415

有形固定資産合計 4,030,678 3,957,603

無形固定資産 230,177 234,304

投資その他の資産

投資有価証券 161,084 159,011

繰延税金資産 68,541 70,732

その他 88,740 78,272

貸倒引当金 △41,493 △41,421

投資その他の資産合計 276,873 266,595

固定資産合計 4,537,729 4,458,503

資産合計 17,532,241 18,522,193
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,861,193 3,514,289

短期借入金 1,350,000 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 418,000 355,500

未払費用 495,882 331,194

未払法人税等 147,413 101,754

未払消費税等 12,837 13,487

繰延税金負債 4,901 3,493

製品保証引当金 26,140 28,860

役員賞与引当金 25,000 5,800

その他 421,167 634,606

流動負債合計 6,762,535 7,488,987

固定負債

長期借入金 122,000 80,000

繰延税金負債 280,638 279,566

退職給付引当金 1,509,439 1,534,304

その他 50,356 43,466

固定負債合計 1,962,434 1,937,336

負債合計 8,724,970 9,426,324

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 4,401,156 4,619,766

自己株式 △48,231 △48,231

株主資本合計 8,888,272 9,106,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,060 11,186

為替換算調整勘定 △164,701 △107,633

その他の包括利益累計額合計 △151,641 △96,447

少数株主持分 70,640 85,434

純資産合計 8,807,271 9,095,868

負債純資産合計 17,532,241 18,522,193
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 4,602,708 4,902,530

売上原価 3,510,928 3,576,926

売上総利益 1,091,780 1,325,604

販売費及び一般管理費 889,950 995,799

営業利益 201,829 329,804

営業外収益

受取利息及び配当金 1,616 1,684

固定資産賃貸料 21,280 19,075

為替差益 6,369 44,524

その他 3,501 2,950

営業外収益合計 32,767 68,235

営業外費用

支払利息 5,990 5,523

手形売却損 2,654 1,019

固定資産除却損 2,028 3,067

固定資産賃貸費用 2,126 2,080

その他 4,228 929

営業外費用合計 17,029 12,620

経常利益 217,567 385,419

税金等調整前四半期純利益 217,567 385,419

法人税、住民税及び事業税 26,332 93,052

法人税等調整額 △849 6,809

法人税等合計 25,483 99,861

少数株主損益調整前四半期純利益 192,084 285,557

少数株主利益 4,599 5,104

四半期純利益 187,484 280,452

東洋機械金属株式会社（6210） 平成25年３月期　第１四半期決算短信

-6-



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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 192,084 285,557

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,636 △1,873

為替換算調整勘定 22,597 66,757

その他の包括利益合計 13,960 64,883

四半期包括利益 206,044 350,441

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 200,312 335,646

少数株主に係る四半期包括利益 5,732 14,794
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

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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