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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 5,706 23.0 165 ― 179 ― 134 ―
24年3月期第1四半期 4,641 △6.6 △42 ― △29 ― △30 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 39百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △51百万円 （―％）

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 8.51 ―
24年3月期第1四半期 △1.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 19,203 6,807 35.5 429.91
24年3月期 19,147 6,800 35.5 429.43
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,807百万円 24年3月期  6,800百万円

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  ：  無   

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 10,900 2.2 270 79.3 270 52.2 170 39.1 10.74
通期 22,760 △1.4 590 20.9 590 12.6 410 △2.8 25.89



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方
法によっております。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料2ページの「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」をご覧ください。 

(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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※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の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、四半期決算短信（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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 15,885,928 株 24年3月期 15,885,928 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 50,124 株 24年3月期 50,115 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,835,811 株 24年3月期1Q 15,837,329 株
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（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のわが国経済は、円高継続による輸出産業の停滞はあるものの、震災の復興需要やエ

コカー補助金の効果等もあり、比較的堅調に推移しました。自動車産業におきましては、国内ではエコカー補助金

により、前年同期比で大幅な増加となりました。海外では、タイ・インドネシア等新興国での生産拡大により、前

年同期比で増加となりました。 

  このような状況のもと連結業績につきましては、売上高57億６百万円（前年同四半期比10億65百万円増、23.0％

増）、営業利益１億65百万円（前年同四半期連結会計期間は営業損失42百万円）、経常利益１億79百万円（前年同

四半期連結会計期間は経常損失29百万円）、四半期純利益134百万円（前年同四半期連結会計期間は四半期純損失

30百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第1四半期連結会計期間末の総資産額は、192億３百万円となり、前連結会計年度末と比較し56百万円増加しま

した。主な増加要因は設備投資に伴う固定資産の増加によるものです。 

 負債総額は123億95百万円となり、前連結会計年度末と比較し、48百万円増加いたしました。主な増加要因は設

備投資に伴う借入金の増加によるものです。 

 純資産総額は、68億７百万円となり、前連結会計年度末と比較し７百万円増加いたしました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想に変更はありません。 

   

   

（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 

  当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算出する方法によっております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （減価償却方法の変更） 

 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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

  これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  

  

該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,580,816 2,807,305

受取手形及び売掛金 4,264,159 4,029,016

電子記録債権 46,600 46,700

商品及び製品 153,641 159,363

仕掛品 1,283,187 1,227,177

金型 618,654 697,670

原材料及び貯蔵品 548,030 542,425

繰延税金資産 14,142 22,271

その他 365,435 282,845

貸倒引当金 △447 △420

流動資産合計 9,874,220 9,814,355

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,648,898 1,622,858

機械装置及び運搬具（純額） 3,879,534 3,834,438

土地 1,493,076 1,493,076

その他（純額） 401,673 657,669

有形固定資産合計 7,423,183 7,608,044

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,214 2,209

ソフトウエア 53,456 73,879

無形固定資産合計 72,347 92,765

投資その他の資産   

投資有価証券 1,745,689 1,659,928

その他 34,153 30,969

貸倒引当金 △2,075 △2,075

投資その他の資産合計 1,777,767 1,688,821

固定資産合計 9,273,298 9,389,631

資産合計 19,147,519 19,203,987
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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 6,500,818 6,086,155

短期借入金 1,390,360 1,720,360

未払法人税等 7,922 40,734

未払消費税等 119,627 55,409

賞与引当金 263,646 403,713

設備関係支払手形 125,189 181,428

その他 830,223 938,040

流動負債合計 9,237,789 9,425,842

固定負債   

長期借入金 1,708,430 1,618,340

繰延税金負債 154,691 128,646

退職給付引当金 1,042,659 1,050,251

資産除去債務 35,241 35,298

長期未払金 156,425 126,362

その他 11,962 11,252

固定負債合計 3,109,410 2,970,150

負債合計 12,347,200 12,395,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,694,767 1,694,767

資本剰余金 1,327,996 1,327,996

利益剰余金 3,749,013 3,852,158

自己株式 △14,618 △14,619

株主資本合計 6,757,159 6,860,303

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 157,611 117,246

為替換算調整勘定 △114,451 △169,556

その他の包括利益累計額合計 43,160 △52,309

純資産合計 6,800,319 6,807,993

負債純資産合計 19,147,519 19,203,987
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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 4,641,023 5,706,959

売上原価 4,480,526 5,343,191

売上総利益 160,497 363,768

販売費及び一般管理費   

発送運賃 59,913 67,015

貸倒引当金繰入額 34 8

給料及び手当 77,841 79,166

賞与引当金繰入額 7,120 6,332

退職給付引当金繰入額 1,430 1,473

その他 56,182 44,731

販売費及び一般管理費合計 202,524 198,728

営業利益又は営業損失（△） △42,027 165,039

営業外収益   

受取利息 93 43

受取配当金 4,154 2,721

持分法による投資利益 32,396 33,341

その他 6,545 4,005

営業外収益合計 43,190 40,112

営業外費用   

支払利息 15,876 10,955

支払手数料 9,131 8,244

その他 5,165 6,278

営業外費用合計 30,174 25,478

経常利益又は経常損失（△） △29,010 179,674

特別利益   

固定資産処分益 － 29

特別利益合計 － 29

特別損失   

固定資産処分損 4,091 14,392

特別損失合計 4,091 14,392

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△33,101 165,311

法人税、住民税及び事業税 976 38,634

法人税等調整額 △3,800 △8,137

法人税等合計 △2,824 30,496

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△30,277 134,814

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,277 134,814
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△30,277 134,814

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,734 △40,365

持分法適用会社に対する持分相当額 △34,185 △55,104

その他の包括利益合計 △21,451 △95,469

四半期包括利益 △51,729 39,344

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,729 39,344
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは鍛工品の製造と販売に係る事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

 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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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