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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 6,768 74.2 1,366 715.9 1,327 590.3 1,092 505.3
24年3月期第1四半期 3,885 36.9 167 ― 192 ― 180 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,248百万円 （539.2％） 24年3月期第1四半期 195百万円 （―％）

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 110.92 ―

24年3月期第1四半期 18.33 ―

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 19,708 8,361 42.4 848.86
24年3月期 18,917 7,241 38.3 735.11

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,361百万円 24年3月期  7,240百万円

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 ― 20.00 20.00

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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年８月３日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 12,500 46.6 1,840 434.4 1,800 401.2 840 148.9 85.28
通期 23,500 29.1 2,410 241.4 2,350 222.2 1,320 101.4 134.01



(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  
詳細は、添付資料２ページ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、様式及び作成方法に関する規則」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「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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続を実施中です。 

※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、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、添付資料２
ページ「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」をご覧ください。 

※  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 9,850,000 株 24年3月期 9,850,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 117 株 24年3月期 76 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,849,888 株 24年3月期1Q 9,849,924 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（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、依然として

厳しい状況にあるものの、東日本大震災からの復興需要を背景として、緩やかに回復しつつあります。 

 先行きについては、欧州債務危機に端を発した金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等により、景気が下押し

されるリスクが残っております。 

 当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、東日本大震災やタイの洪水の影響からの回復基調が

続いており、新興国を中心として設備投資は堅調に推移しております。 

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の受注高につきましては、自動車業界各社の設備投資が堅調に

推移していることを受け、プレス機械は3,036百万円（前年同四半期比85.5％増）、ＦＡシステム製品は1,963百万

円（前年同四半期比7.8％増）、アフターサービス工事は3,191百万円（前年同四半期比181.9％増）と各々前年同

四半期を上回りました。全体でも8,190百万円（前年同四半期比78.5％増）と前年同四半期を上回りました。受注

残高は前連結会計年度末に比べ1,422百万円増加し18,638百万円となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は2,006百万円（前年同四半期比1.5％減）、ＦＡシステム製品は1,513百万

円（前年同四半期比42.8％増）、アフターサービス工事はタイの洪水の復旧工事があったため3,248百万円（前年

同四半期比311.8％増）となり、全体では6,768百万円（前年同四半期比74.2％増）となりました。 

 損益面につきましては、タイの洪水の復旧工事の売上が第１四半期に集中したことにより、営業利益1,366百万

円（前年同四半期比715.9％増）、経常利益1,327百万円（前年同四半期比590.3％増）、四半期純利益1,092百万円

（前年同四半期比505.3％増）と前年同四半期を大きく上回りました。  

（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流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ908百万円増加し、16,767百

万円となりました。これは、主に仕掛品は減少したものの、現金及び預金が増加したことによるものであります。

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、2,940百万円となりました。これは、主に投資有

価証券が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ330百万円減少し、11,346百万円となりました。これは、主に未払金が

減少したことによるものであります。 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,120百万円増加し、8,361百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が増加したこと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 

 平成25年３月期第２四半期連結累計期間及び平成25年３月期通期の業績予想につきまして、平成24年５月10日に

公表いたしました業績予想を本日修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（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。 

  なお、当第１四半期連結会計期間より、H&F Services(Thailand)Co.,Ltd.は重要性が増したため、連結の範囲に

含めております。   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用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 

 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。 

 なお、これによる損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



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 6,751,037 8,581,875

受取手形及び売掛金 7,377,939 7,230,298

商品及び製品 40,334 39,851

仕掛品 1,118,938 418,218

原材料及び貯蔵品 153,246 147,256

繰延税金資産 9,478 9,724

その他 408,800 341,246

貸倒引当金 △1,070 △950

流動資産合計 15,858,706 16,767,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,043,612 1,049,149

機械装置及び運搬具（純額） 470,132 438,299

土地 838,364 838,364

その他（純額） 136,785 127,953

有形固定資産合計 2,488,895 2,453,766

無形固定資産   

のれん 77,739 68,410

その他 41,622 46,897

無形固定資産合計 119,362 115,307

投資その他の資産   

投資有価証券 346,456 258,204

その他 104,772 113,852

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 450,948 371,776

固定資産合計 3,059,206 2,940,850

資産合計 18,917,913 19,708,372



（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 1,398,490 1,456,657

短期借入金 650,000 650,000

未払金 5,358,223 4,868,738

未払費用 935,228 1,086,381

未払法人税等 72,273 248,258

前受金 1,116,764 1,077,029

賞与引当金 269,000 136,510

製品保証引当金 287,444 297,944

受注損失引当金 332,516 384,813

その他 188,948 58,477

流動負債合計 10,608,889 10,264,809

固定負債   

退職給付引当金 970,904 988,389

役員退職慰労引当金 26,525 28,784

その他 70,348 64,679

固定負債合計 1,067,779 1,081,854

負債合計 11,676,668 11,346,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 5,622,736 6,587,319

自己株式 △50 △71

株主資本合計 7,425,085 8,389,647

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,882 △2,184

繰延ヘッジ損益 △94,893 1,979

為替換算調整勘定 △117,330 △28,234

その他の包括利益累計額合計 △184,340 △28,438

新株予約権 500 500

純資産合計 7,241,244 8,361,708

負債純資産合計 18,917,913 19,708,372



（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 3,885,214 6,768,693

売上原価 3,359,957 4,910,184

売上総利益 525,257 1,858,509

販売費及び一般管理費 357,781 492,021

営業利益 167,475 1,366,488

営業外収益   

受取利息 838 1,085

受取配当金 5,171 2,950

投資有価証券売却益 15,300 －

その他 7,250 1,534

営業外収益合計 28,560 5,570

営業外費用   

支払利息 1,451 721

為替差損 － 41,004

その他 2,237 2,635

営業外費用合計 3,689 44,362

経常利益 192,346 1,327,695

税金等調整前四半期純利益 192,346 1,327,695

法人税等 11,842 235,148

少数株主損益調整前四半期純利益 180,503 1,092,547

四半期純利益 180,503 1,092,547



（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 180,503 1,092,547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,534 △30,067

繰延ヘッジ損益 △55 96,872

為替換算調整勘定 16,411 89,095

その他の包括利益合計 14,821 155,901

四半期包括利益 195,325 1,248,449

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 195,325 1,248,449

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

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）及び当第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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業とする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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