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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 

 

平成２６年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
                                     平成25年7月25日

上 場 会 社 名 東洋機械金属株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6210 URL http://www.toyo-mm.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)片山 三太郎
問合せ先責任者 (役職名)執行役員企画室長 (氏名)二見 泰博  (TEL)(078)942-2345

四半期報告書提出予定日 平成25年8月8日 配当支払開始予定日   ―

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 5,042 2.9 317 △3.8 493 28.1 413 47.5
25年３月期第１四半期 4,902 6.5 329 63.4 385 77.1 280 49.6

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 544百万円 ( 55.3％) 25年３月期第１四半期 350百万円 ( 70.1％)

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１四半期 20 07 ―
25年３月期第１四半期 13 60 ―

（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１四半期 18,739 10,246 54.0
25年３月期 17,485 9,764 55.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 10,110百万円 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 － －

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、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) 10,500 3.6 580 △5.0 835 36.9 651 47.7 31 58
通期 20,500 4.9 980 1.3 1,235 0.5 925 4.5 44 87



  

 

 

 
  

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１Ｑ 20,703,000株 25年３月期 20,703,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 88,809株 25年３月期 88,741株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 20,614,242株 25年３月期１Ｑ 20,614,572株

※ 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１四半期連結累計期間（平成25年４月～平成25年６月）においては、日本や米国における景気は回

復局面にありますが、欧州の景気は依然として低迷し、中国・インド等の新興国においても経済は減速傾

向にあります。当社グループに関連する市場では、国内は自動車関連を始め設備投資は低調であり、厳し

い状況が続きました。しかし、海外では中国や東アジアにおいて需要が増加しました。 

 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等が減少しまし

た。他方、海外では、円安効果により欧米向けが回復してきました。また、スマートフォンやタブレット

端末等のＩＴ機器・電子部品を中心とする韓国や中国における需要が大幅に増加しました。 
  

 ［射出成形機］  

射出成形機につきましては、国内では自動車関連等の需要は低調でしたが、海外におけるＩＴ機器・電

子部品向けの中小型機の需要が増加しました。 
  

 ［ダイカストマシン］ 

ダイカストマシンにつきましては、スマートフォンやタブレット端末等のＩＴ機器向けの中小型機の需

要が大幅に増加しました。また、円安効果もあって海外での自動車関連の需要も堅調でありました。 
  

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27.3％増の68億９千５百万円

となりました。また、売上高は、前年同四半期比2.9％増の50億４千２百万円となりました。 

 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、売上高の増加やコスト低減等を図り

ましたが、海外での価格競争は一層厳しくなりましたことから、営業利益は３億１千７百万円、経常利益

は４億９千３百万円、四半期純利益は４億１千３百万円となりました。   

  

 （資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12億３千４百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預

金の増加14億６千１百万円及び受取手形及び売掛金の減少３億５百万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１千９百万円増加いたしました。これは、主に無形固定資産の

増加８百万円及び投資その他の資産の増加１千１百万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７億５千１百万円増加いたしました。これは、主に短期借入金

の増加５億円及び支払手形及び買掛金の増加３億５千３百万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２千万円増加いたしました。これは、主に退職給付引当金の増

加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４億８千２百万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３億５千１百万円によるものであります。   

  

通期の見通しにつきましては、国内景気は回復基調にあり、海外では米国経済が堅調でありますが、他

方、依然として金融不安が残り、中国等の新興国経済は減速傾向が続くと予想されます。当社を取り巻く

市場環境は、年度後半において、国内外ともに設備投資は低調に推移し、厳しい状況が見込まれます。引

続き、海外を中心とした拡販により、受注・売上の確保及びコスト低減による業績改善に努めます。 

 従って、第２四半期連結累計期間及び連結会計年度の業績予想につきましては、第１四半期連結累計期

間の結果から、平成25年７月25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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,605,353 5,066,853

受取手形及び売掛金 5,687,441 5,382,138

商品及び製品 2,082,488 2,081,997

仕掛品 1,181,596 1,286,434

原材料及び貯蔵品 405,894 378,398

繰延税金資産 31,630 14,072

その他 201,432 220,353

貸倒引当金 △10,756 △10,574

流動資産合計 13,185,080 14,419,672

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,043,851 2,041,884

機械装置及び運搬具（純額） 784,233 770,714

工具、器具及び備品（純額） 81,114 96,763

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 20,073 18,406

建設仮勘定 10,755 11,721

有形固定資産合計 3,754,376 3,753,839

無形固定資産 243,542 252,378

投資その他の資産

投資有価証券 188,842 194,675

繰延税金資産 78,171 80,526

その他 67,790 71,081

貸倒引当金 △32,608 △32,536

投資その他の資産合計 302,196 313,747

固定資産合計 4,300,116 4,319,965

資産合計 17,485,196 18,739,637

東洋機械金属株式会社（6210）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,054,045 3,407,375

短期借入金 1,300,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 122,000 80,000

未払費用 517,695 358,713

未払法人税等 227,807 109,576

未払消費税等 11,444 10,642

繰延税金負債 3,283 3,283

製品保証引当金 42,478 58,696

役員賞与引当金 22,300 4,530

その他 467,923 687,719

流動負債合計 5,768,976 6,520,536

固定負債

繰延税金負債 284,706 285,537

退職給付引当金 1,622,549 1,664,767

その他 44,638 22,145

固定負債合計 1,951,894 1,972,450

負債合計 7,720,870 8,492,987

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 5,535,377

自己株式 △48,297 △48,314

株主資本合計 9,670,642 10,022,409

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 36,972

為替換算調整勘定 △54,557 51,028

その他の包括利益累計額合計 △21,764 88,001

少数株主持分 115,448 136,239

純資産合計 9,764,326 10,246,650

負債純資産合計 17,485,196 18,739,637
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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24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 4,902,530 5,042,897

売上原価 3,576,926 3,698,632

売上総利益 1,325,604 1,344,264

販売費及び一般管理費 995,799 1,026,916

営業利益 329,804 317,348

営業外収益

受取利息及び配当金 1,684 1,665

固定資産賃貸料 19,075 19,075

為替差益 44,524 150,809

その他 2,950 15,256

営業外収益合計 68,235 186,806

営業外費用

支払利息 5,523 3,587

手形売却損 1,019 615

固定資産除却損 3,067 1,882

固定資産賃貸費用 2,080 2,060

その他 929 2,323

営業外費用合計 12,620 10,469

経常利益 385,419 493,685

税金等調整前四半期純利益 385,419 493,685

法人税、住民税及び事業税 93,052 60,442

法人税等調整額 6,809 14,382

法人税等合計 99,861 74,825

少数株主損益調整前四半期純利益 285,557 418,860

少数株主利益 5,104 5,234

四半期純利益 280,452 413,626
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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24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 285,557 418,860

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,873 4,179

為替換算調整勘定 66,757 121,143

その他の包括利益合計 64,883 125,322

四半期包括利益 350,441 544,183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 335,646 523,392

少数株主に係る四半期包括利益 14,794 20,791
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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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