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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 7,366 △44.5 △693 ― △695 ― △459 ―
24年3月期第1四半期 13,273 104.6 324 195.9 372 ― 187 447.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △401百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 218百万円 （713.1％）

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

25年3月期第1四半期 △43.72 ―
24年3月期第1四半期 17.88 ―

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 52,914 17,150 32.1
24年3月期 54,528 17,668 32.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  16,980百万円 24年3月期  17,499百万円

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 ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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) 26,000 △0.2 1,000 0.7 900 △4.8 600 53.2 57.11
通期 49,000 2.9 1,500 12.1 1,300 △11.2 800 63.4 76.14



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・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報告書レビュー手続きの対象外です。 

※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、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仮定等については、『添付資料』２ページ「当四半期決算に関する定性的情
報」をご覧ください。 
四半期決算補足説明資料については、当社ホームページに掲載予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 10,756,090 株 24年3月期 10,756,090 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 249,412 株 24年3月期 249,412 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,506,678 株 24年3月期1Q 10,506,703 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における世界経済は、欧州での金融、財政不安による債務問題が長期化する中で景気低

迷が続いていることに加え、新興国経済の成長も減速傾向にあります。一方、国内経済におきましては、緩やかな回

復基調が見られるものの世界経済の低迷、円高水準の高止まりなどにより、景気の先行きについて依然として不透明

感が払拭できない状況の中で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、予定しておりました案件の受注が遅れている影響によ

り、当第１四半期における生産および売上とも低調に推移する結果となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は73億66百万円（前年同期比44.5%減）となり、営業損失は６億93百万

円(前年同期は３億24百万円の営業利益)、経常損失は６億95百万円(前年同期は３億72百万円の経常利益)、四半期純

損失は４億59百万円（前年同期は１億87百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 事業部門別の営業概況は、以下のとおりであります。 

１）自動車関連生産設備事業 

  自動車関連生産設備事業におきましては、北米の自動車メーカー向けの案件を中心とした引合いは堅調であ

りますが、予定しておりました大型案件の受注が遅れている影響もあり、売上高は18億９百万円となりまし

た。 

２）半導体関連生産設備事業 

  半導体関連生産設備事業におきましては、受注、売上とも厳しい状況の中、大型製造受託案件の受注の遅れ

などが影響しました結果、売上高は29億33百万円となりました。 

３）家電関連およびその他生産設備事業 

   家電関連およびその他生産設備事業におきましては、白物家電および電子部品を中心とした案件を予定どお

り売上ました結果、売上高は15億44百万円となりました。 

  

セグメントの状況は以下のとおりであります。 

１）日本 

   日本におきましては、自動車関連生産設備事業および半導体関連生産設備事業における大型製造受託案件の

受注の遅れが影響しました結果、売上高は58億62百万円（前年同期比51.6%減）、営業損失は８億26百万円（前

年同期は４億14百万円の営業利益）となりました。 

２）アジア 

   アジアにおきましては、家電メーカーおよびタイヤメーカー向けの案件などを予定どおり売上ました結果、

売上高は８億71百万円（前年同期比56.2%増）、営業利益は９百万円（前年同期比74.8%減）となりました。 

３）北米 

   北米におきましては、自動車メーカー向けの案件を中心とした引合いは堅調でありますが、予定しておりま

した大型案件の受注が遅れている影響もあり、売上高は６億４百万円（前年同期比13.8%増）、営業利益は１億

85百万円（前年同期は51百万円の営業損失）となりました。 

４）欧州 

   欧州におきましては、欧州市場の不透明感から、自動車および家電メーカー向けを中心とした案件が低調に

推移しました結果、売上高は27百万円（前年同期比65.9%減）、営業損失は34百万円（前年同期は51百万円の営

業損失）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における総資産は、前連結会計年度末に比べて16億13百万円減少し、529億14百万

円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加１億43百万円、受取手形及び売掛金の減少29億26百万円、

仕掛品の増加４億12百万円、繰延税金資産の増加２億98百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度

末に比べて10億95百万円減少し、357億64百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少８億

29百万円、短期借入金の増加１億99百万円、未払費用の減少３億４百万円、前受金の増加４億44百万円、長期借入

金の減少５億45百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末と同率の32.1％となりました。 

  

１．当四半期決算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 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に開示しました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）当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）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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方法に変更しております。 

 これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 7,549,065 7,692,247

受取手形及び売掛金 20,540,016 17,613,909

商品及び製品 239,540 272,690

仕掛品 4,256,194 4,668,438

原材料及び貯蔵品 342,892 347,718

繰延税金資産 1,885,961 2,184,952

その他 847,695 1,150,603

貸倒引当金 △23,909 △22,042

流動資産合計 35,637,457 33,908,518

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,319,405 4,528,153

機械装置及び運搬具（純額） 984,234 949,561

工具、器具及び備品（純額） 390,437 400,875

土地 9,719,445 9,718,502

建設仮勘定 112,306 5,550

有形固定資産合計 15,525,828 15,602,643

無形固定資産   

借地権 25,781 25,781

ソフトウエア 263,307 294,583

のれん 4,188 40,703

その他 15,834 15,816

無形固定資産合計 309,111 376,884

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,056,393 3,026,857

固定資産合計 18,891,332 19,006,385

資産合計 54,528,789 52,914,903



（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 8,379,365 7,550,080

短期借入金 5,742,024 5,941,507

1年内返済予定の長期借入金 2,845,305 3,030,184

1年内償還予定の社債 750,000 750,000

未払金 417,113 366,165

未払費用 1,633,291 1,328,774

未払法人税等 192,495 107,992

前受金 605,660 1,050,554

賞与引当金 117,310 178,253

役員賞与引当金 59,215 －

製品保証引当金 518,575 459,853

工事損失引当金 64,220 82,261

繰延税金負債 853 853

その他 605,548 621,495

流動負債合計 21,930,980 21,467,975

固定負債   

長期借入金 10,087,306 9,541,941

繰延税金負債 11,756 12,449

再評価に係る繰延税金負債 2,474,958 2,474,958

退職給付引当金 1,254,781 1,209,515

役員退職慰労引当金 721,169 714,310

その他 379,047 343,184

固定負債合計 14,929,020 14,296,360

負債合計 36,860,001 35,764,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,633,962 2,633,962

資本剰余金 2,322,634 2,322,634

利益剰余金 9,218,001 8,599,026

自己株式 △243,161 △243,161

株主資本合計 13,931,436 13,312,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298,850 201,996

繰延ヘッジ損益 △9,526 32,746

土地再評価差額金 3,975,983 3,978,054

為替換算調整勘定 △697,498 △544,275

その他の包括利益累計額合計 3,567,808 3,668,522

少数株主持分 169,542 169,582

純資産合計 17,668,788 17,150,567

負債純資産合計 54,528,789 52,914,903



（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 13,273,713 7,366,716

売上原価 11,670,248 6,728,185

売上総利益 1,603,464 638,530

販売費及び一般管理費 1,279,298 1,331,926

営業利益又は営業損失（△） 324,166 △693,395

営業外収益   

受取利息 947 1,110

受取配当金 1,489 1,542

為替差益 53,701 18,691

保険配当金 20,885 10,086

原材料等売却益 6,906 5,297

持分法による投資利益 － 4,781

その他 28,044 13,290

営業外収益合計 111,975 54,801

営業外費用   

支払利息 47,425 45,362

持分法による投資損失 124 －

その他 15,776 11,210

営業外費用合計 63,326 56,572

経常利益又は経常損失（△） 372,815 △695,166

特別利益   

固定資産売却益 － 122

特別利益合計 － 122

特別損失   

固定資産除却損 1,065 503

固定資産売却損 170 2,729

減損損失 3,805 －

投資有価証券評価損 － 40,335

特別損失合計 5,040 43,567

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（△）

367,774 △738,611

法人税等 214,672 △235,408

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（△）

153,102 △503,202

少数株主損失（△） △34,744 △43,899

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187,846 △459,303



（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（△）

153,102 △503,202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,288 △96,853

繰延ヘッジ損益 6,393 42,273

為替換算調整勘定 54,048 156,493

その他の包括利益合計 65,730 101,913

四半期包括利益 218,832 △401,289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 251,799 △360,660

少数株主に係る四半期包括利益 △32,967 △40,628



該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

    

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  日本 アジア 北米  欧州 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  12,104,113    557,847    531,354    80,397    13,273,713

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 435,361    494,899    29,950    4,361  964,573

計  12,539,474  1,052,747  561,305  84,759  14,238,286

セグメント利益又は損失（△）  414,897  35,872  △51,299  △51,146  348,324

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  348,324

棚卸資産の調整額  △26,613

その他の調整額  2,455

四半期連結損益計算書の営業利益  324,166

  （単位：千円）

  日本 アジア 北米  欧州 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,862,873    871,561    604,876    27,404    7,366,716

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 394,342    41,519    42,748    5,467  484,078

計  6,257,216  913,080  647,625  32,871  7,850,794

セグメント利益又は損失（△）  △826,969  9,045  185,586  △34,767  △667,106

（単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △667,106

棚卸資産の調整額  △26,306

その他の調整額  17

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △693,395



該当事項はありません。  

  

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

  当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

  当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格及び製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

        ３．当連結会計年度から事業部門の区分を変更しており、前年同四半期比については記載しておりま

せん。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本  6,090,916  45.7

アジア  1,280,703  202.9

北米  563,094  93.0

欧州  44,726  47.0

合計  7,979,442  54.5

事業部門の名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  2,126,058 ― 

半導体関連生産設備事業  2,546,117 ― 

家電関連およびその他生産設備事業  2,179,784 ― 

その他  1,127,481 ― 

合計  7,979,442 ― 



（２）受注状況 

   当第１四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

   

 当第１四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別ごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

       ２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

３．当連結会計年度から事業部門の区分を変更しており、前年同四半期比については記載しておりま

せん。 

  

（３）販売実績 

    当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

    当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度から事業部門の区分を変更しており、前年同四半期比については記載しておりま

せん。 

セグメントの名称 
受注高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

日本  6,238,903  49.1  15,894,214  84.2

アジア  778,463  58.8  3,005,158  136.3

北米  628,725  102.9  862,437  56.4

欧州  308,196  361.4  320,744  151.8

合計  7,954,288  54.0  20,082,555  88.0

事業部門の名称 
受注高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同 
四半期比 
（％） 

自動車関連生産設備事業  3,249,202 ―  11,685,036 ― 

半導体関連生産設備事業  2,104,036 ―  4,068,677 ― 

家電関連およびその他生産設備事業  1,408,576 ―  3,765,673 ― 

その他  1,192,472 ―  563,168 ― 

合計  7,954,288 ―  20,082,555 ― 

セグメントの名称 

当第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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本  5,862,873  48.4

アジア    871,561  156.2

北米    604,876  113.8

欧州  27,404  34.1

合計  7,366,716  55.5

事業部門の名称 

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） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  1,809,779 ― 

半導体関連生産設備事業    2,933,583 ― 

家電関連およびその他生産設備事業  1,544,935 ― 

その他    1,078,418 ― 

合計  7,366,716 ― 
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