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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 830 △11.1 68 △16.6 103 5.3 62 18.1
25年3月期第1四半期 933 29.8 82 ― 98 ― 53 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 85百万円 （149.2％） 25年3月期第1四半期 34百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 15.69 ―

25年3月期第1四半期 13.28 ―

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

26年3月期第1四半期 6,927 6,007 86.7 1,502.27
25年3月期 6,891 5,982 86.8 1,495.90

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  6,007百万円 25年3月期  5,982百万円

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

25年3月期 ― ― ― 15.00 15.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― 15.00 15.00

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）

（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) 1,680 △8.1 80 △50.0 110 △38.8 70 △34.6 17.50
通期 3,580 △5.1 90 △53.1 140 △50.1 90 △47.0 22.51



(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の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
に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 4,000,000 株 25年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 934 株 25年3月期 934 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,999,066 株 25年3月期1Q 3,999,066 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策への期待感から円高の修正、株価の上昇

が進み、企業収益が改善するなど景気回復への兆しが見られたものの、依然として海外景気の下振れ懸念があり不

透明感を残す状況となっています。  

  このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は、830百万円と前年同期に比較して103百万円(前年

同期比11.1%減）の減少となりました。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少により466百

万円、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の減少により363百万円となりました。 

 利益面につきましては、営業利益は、売上の減少が主な要因となり68百万円（前年同期比16.6%減）となりまし

た。経常利益は、為替差益の増加が主な要因となり103百万円（前年同期比5.3%増）となりました。その結果、四

半期純利益は62百万円(前年同期比18.1%増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比

べ36百万円増加し、6,927百万円となりました。   

  負債につきましては、未払法人税等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、919百

万円となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ25百万円

増加し、6,007百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年度３月期の業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いた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）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 

 該当事項はありません。 

    

 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
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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 644,915 958,918

受取手形及び売掛金 731,502 554,146

電子記録債権 7,800 5,780

有価証券 1,700,000 1,550,000

製品 38,217 25,068

仕掛品 385,462 401,122

原材料 46,585 62,367

繰延税金資産 5,701 5,941

その他 31,796 38,356

貸倒引当金 △562 △406

流動資産合計 3,591,419 3,601,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 631,237 626,463

機械装置及び運搬具（純額） 809,660 771,440

土地 638,912 638,912

その他（純額） 36,303 83,601

有形固定資産合計 2,116,114 2,120,418

無形固定資産 13,384 16,233

投資その他の資産 1,170,491 1,189,656

固定資産合計 3,299,991 3,326,307

資産合計 6,891,410 6,927,603
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（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   

買掛金 178,591 143,872

未払法人税等 26,222 38,544

役員賞与引当金 5,800 1,740

その他 212,372 248,349

流動負債合計 422,986 432,505

固定負債   

退職給付引当金 209,018 195,113

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 55,557 58,588

その他 203,464 215,540

固定負債合計 486,221 487,423

負債合計 909,207 919,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,721,730 5,724,500

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,947,223 5,949,993

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191,501 204,702

為替換算調整勘定 △156,523 △147,021

その他の包括利益累計額合計 34,978 57,680

純資産合計 5,982,202 6,007,673

負債純資産合計 6,891,410 6,927,603
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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 933,570 830,240

売上原価 725,105 636,205

売上総利益 208,464 194,034

販売費及び一般管理費 125,705 125,050

営業利益 82,758 68,983

営業外収益   

受取利息 1,555 1,396

受取配当金 558 564

賃貸収入 12,179 12,985

為替差益 － 22,012

助成金収入 3,847 －

雑収入 3,364 2,262

営業外収益合計 21,505 39,221

営業外費用   

支払利息 － 216

不動産賃貸原価 4,007 3,978

為替差損 1,941 －

雑損失 1 532

営業外費用合計 5,949 4,727

経常利益 98,314 103,478

特別利益   

固定資産売却益 － 1,039

特別利益合計 － 1,039

特別損失   

固定資産廃棄損 － 1,577

投資有価証券評価損 1,131 368

特別損失合計 1,131 1,945

税金等調整前四半期純利益 97,182 102,571

法人税、住民税及び事業税 36,100 34,800

法人税等調整額 7,959 5,016

法人税等合計 44,059 39,816

少数株主損益調整前四半期純利益 53,122 62,755

四半期純利益 53,122 62,755
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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 53,122 62,755

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,647 13,200

為替換算調整勘定 13,812 9,501

その他の包括利益合計 △18,834 22,701

四半期包括利益 34,288 85,457

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,288 85,457
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 該当事項はありません。   

   

 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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

Ⅱ 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） 

 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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  522,771  410,799  933,570  －  933,570

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 90  3,832  3,922  △3,922 －

計  522,861  414,631  937,493  △3,922  933,570

セグメント利益  26,648  56,110  82,758  －  82,758

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  466,901  363,338  830,240  －  830,240

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 406  1,793  2,199  △2,199 －

計  467,307  365,131  832,439  △2,199  830,240

セグメント利益  45,424  23,559  68,983  －  68,983

（重要な後発事象）
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