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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 1,518 49.4 △78 ― △62 ― △33 ―
24年3月期第1四半期 1,016 33.5 △133 ― △115 ― △65 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △76百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △73百万円 （―％）

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 △4.56 ―
24年3月期第1四半期 △8.87 ―

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 10,853 6,930 62.1 926.10
24年3月期 11,588 7,134 59.8 951.73
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,740百万円 24年3月期  6,926百万円

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 ― 17.00 17.00
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) 3,961 10.8 9 △74.0 36 △40.0 10 △40.1 1.43
通期 9,058 0.4 291 △33.1 315 △32.5 135 △31.2 18.61



(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 

（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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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

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 7,920,320 株 24年3月期 7,920,320 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 642,237 株 24年3月期 642,251 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,278,058 株 24年3月期1Q 7,411,652 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わが国経済は、東日本大震災の復興需要、各種の政策効果などを背景に緩 

    やかに回復して参りましたが、欧州債務危機をはじめ円高の長期化、アジア経済の減速、電力供給問題等景気の 

    下振れリスクが多く、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

        このような状況下、当社グループでは国内外での展示会に積極的に参加し、主力製商品を広くアピールするとと

      もに、新規市場開拓等受注獲得に注力して参りました。売上高につきましては、前連結会計年度よりずれ込んでお

   りました大口案件が計上となり、前年同期比502百万円増加いたしました。損益面におきましては、人件費やサー 

   ビス費等で一定の削減は出来たものの、低採算の案件もあり、営業利益以下の段階利益は損失計上となりました。

        これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,518百万円（前年同期比49.4％増）、売上総利益281百万

      円（同5.6％増）、営業損失78百万円（同41.0％減）、経常損失62百万円（同46.2％減）、四半期純損失33百万円 

     （同49.5％減）となりました。 

  

   報告セグメントに基づく各事業別の概況は以下の通りであります。  

   ①産業用機械事業  

    当セグメントにおきましては、売上高全体では1,366百万円（前年同期比54.8％増）でありました。このうち、 

   製剤機が35百万円（同79.1％減）、一連ラインが70百万円（同52.1％減）、改造・調整・修理が203百万円（同 

   19.7％減）、部品が140百万円（同19.4％減）と減少いたしましたが、充填機が493百万円（同1,685.4％増）、包 

   装機が359百万円（同336.8％増）、検査装置が64百万円（同124.7％増）と好調に推移いたしました。  

   ②工業用ダイヤモンド事業 

    当セグメントにおきましては、売上高122百万円（前年同期比15.9％増）となりました。内訳では、人造ダイヤ 

   69百万円（同27.4％増）、原石37百万円（同4.5％減）、パウダー15百万円（同34.9％増）等となっております。 

   ③その他  

    その他は、主に坐薬用包装資材の販売で売上高29百万円（前年同期比4.9％増）であります。 

  

（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は、前連結会計年度末比734百万円減少し、10,853百万円となりました。

    これは主として前渡金が495百万円、現金及び預金が100百万円増加する一方で、受取手形及び売掛金が1,089百万

    円、仕掛品が263百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比529百万円減少 

    し、3,923百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が475百万円減少、短期借入金が80百万円 

  減少したことによるものです。純資産は、主として配当金の支払い123百万円により、6,930百万円となり前連結 

  会計年度末比204百万円の減少となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

      平成25年３月期の第２四半期及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月14日付けで公表いたしまし

    た業績予想から変更はありません。 

  

（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 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  会計方針の変更 

   （減価償却方法の変更） 

 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、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。これによる当第１

四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。   

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（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 1,232,778 1,332,932

受取手形及び売掛金 4,048,003 2,958,081

有価証券 218,445 284,166

商品及び製品 57,072 60,687

仕掛品 1,758,068 1,495,048

原材料 59,529 61,716

前渡金 970,231 1,465,974

繰延税金資産 172,316 201,788

その他 467,813 497,552

貸倒引当金 △2,571 △1,055

流動資産合計 8,981,687 8,356,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 302,007 297,732

土地 476,274 476,274

その他（純額） 54,415 53,111

有形固定資産合計 832,698 827,118

無形固定資産   

のれん 31,949 29,667

その他 22,160 22,005

無形固定資産合計 54,110 51,672

投資その他の資産   

投資有価証券 1,096,511 994,175

長期預金 201,500 200,000

その他 421,591 424,166

貸倒引当金 △75 △39

投資その他の資産合計 1,719,527 1,618,302

固定資産合計 2,606,335 2,497,093

資産合計 11,588,022 10,853,985



（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 2,781,949 2,306,089

短期借入金 235,000 155,000

1年内返済予定の長期借入金 19,920 19,920

未払法人税等 35,375 3,157

前受金 712,624 736,729

賞与引当金 87,739 51,871

その他 181,177 272,231

流動負債合計 4,053,785 3,544,999

固定負債   

長期借入金 51,860 46,880

退職給付引当金 228,536 217,550

役員退職慰労引当金 70,387 71,556

その他 48,886 42,869

固定負債合計 399,670 378,857

負債合計 4,453,456 3,923,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,693,801 5,536,901

自己株式 △350,381 △350,369

株主資本合計 6,709,094 6,552,207

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214,776 207,122

繰延ヘッジ損益 8,419 △16,448

為替換算調整勘定 △5,566 △2,656

その他の包括利益累計額合計 217,629 188,018

少数株主持分 207,843 189,903

純資産合計 7,134,566 6,930,128

負債純資産合計 11,588,022 10,853,985



（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 1,016,656 1,518,776

売上原価 750,490 1,237,573

売上総利益 266,165 281,202

販売費及び一般管理費 399,279 359,726

営業損失（△） △133,114 △78,523

営業外収益   

受取利息 4,272 6,553

受取配当金 10,042 10,272

負ののれん償却額 2,143 －

その他 3,074 1,254

営業外収益合計 19,533 18,079

営業外費用   

支払利息 479 457

為替差損 239 172

投資有価証券評価損 830 815

その他 151 166

営業外費用合計 1,700 1,611

経常損失（△） △115,281 △62,055

特別利益   

固定資産売却益 1,059 37

特別利益合計 1,059 37

特別損失   

固定資産売却損 － 4

会員権評価損 3,250 －

特別損失合計 3,250 4

税金等調整前四半期純損失（△） △117,471 △62,022

法人税、住民税及び事業税 2,900 4,620

法人税等調整額 △43,396 △20,791

法人税等合計 △40,495 △16,170

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,975 △45,851

少数株主損失（△） △11,260 △12,679

四半期純損失（△） △65,715 △33,172



（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損失（△） △76,975 △45,851

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,951 △8,565

繰延ヘッジ損益 △5,118 △24,867

為替換算調整勘定 362 2,910

その他の包括利益合計 3,195 △30,521

四半期包括利益 △73,779 △76,373

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,573 △62,783

少数株主に係る四半期包括利益 △11,205 △13,590



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

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） 

   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 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、坐薬用包装資材等を含ん

      でおります。 

  ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△131,437千円は、各報告セグメントに配分していない全社 

      費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費

      用であります。 

  ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

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） 

   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 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、坐薬用包装資材等を含ん

      でおります。 

  ２．セグメント利益の調整額△116,549千円は、各報告セグメントに配分していない全社 

      費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費

      用であります。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（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

  

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

産業用機械
事業 

工業用ダ
イヤモン
ド事業 

計 

売上高              

外部顧客への売上高 (千円) 883,013 105,868 988,882 27,774  1,016,656  － 1,016,656

セグメント間の内部売上高
又は振替高 (千円) 

     － －      －      －  －  － －

計 883,013 105,868 988,882 27,774  1,016,656  － 1,016,656

セグメント利益又は損失(△) △24,982 14,708 △10,273 8,596  △1,676  △131,437 △133,114

  

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

産業用機械
事業 

工業用ダ
イヤモン
ド事業 

計 

売上高              

外部顧客への売上高 (千円) 1,366,921 122,718 1,489,639 29,136  1,518,776  － 1,518,776

セグメント間の内部売上高
又は振替高 (千円) 

     － －      －      －  －  － －

計 1,366,921 122,718 1,489,639 29,136  1,518,776  － 1,518,776

セグメント利益 14,612 15,805 30,417 7,608  38,026  △116,549 △78,523
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