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(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 1,227 20.0 △8 ― △12 ― △17 ―

25年３月期第１四半期 1,022 △36.4 △72 ― △71 ― △74 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △16百万円( ― ％) 25年３月期第１四半期 △75百万円( ― ％)

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 △1. 84 ―

25年３月期第１四半期 △8. 00 ―

（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 5,982 2,374 39.7

25年３月期 6,290 2,390 38.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 2,374百万円 25年３月期 2,390百万円

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 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0. 00 ― 0. 00 0. 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)

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) 3,000 5.5 80 125.4 75 121.8 65 127.6 7. 01

通期 6,000 2.5 160 32.5 150 27.9 130 322.0 14. 02



  

 

 

 
  

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あたっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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 9,350,000株 25年３月期 9,350,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 75,176株 25年３月期 74,901株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 9,275,030株 25年３月期１Ｑ 9,275,999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の金型部門の状況につきましては、主要顧客である国内自動車メーカー各社の

新車開発需要は、新興国市場向けを中心に底堅く推移しているものの、当第１四半期連結累計期間の受注

は、引合い物件の端境期となり、前年同期比41.8％減少しました。産業機器部門の受注についても、国内主

要顧客の押出機・金型関連の設備投資案件の延期が多く発生し、前年同期比17.9％減少しました。 

連結の売上高は、前年同期比20.0％増加し、1,227百万円となりました。 

内訳は、金型部門が自動車関連を中心に前年同期比8.7％増加し、産業機器部門は押出機関連設備を中心

に前年同期比45.5％増加しました。営業損益は、８百万円の損失（前年同期は営業損失72百万円）となりま

した。経常損益につきましても12百万円の損失（前年同期は経常損失71百万円）となりました。四半期純損

益は17百万円の損失（前年同期は純損失74百万円）となりました。 

  

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に比べ307百万円減少し、5,982百万円となりま

した。主な内訳は、流動資産が現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したことなどにより385百万

円減少し、固定資産は設備投資等で77百万円増加したことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ291百万円減少しました。主な内訳は、流動負債が447百万円減少

し、固定負債は長期借入金の調達等で155百万円増加したことによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、2,374百万円となりました。四半期純損失の計上によ

り利益剰余金が17百万円減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は39.7％（前年38.0％）と

なりました。 

  

今後の見通しにつきましては、当社の関連する自動車メーカー各社を始めとする主要顧客の設備投資需要

は増加傾向にあり、第２四半期以降の業績回復を見込んでいます。 

従いまして、平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、当初の計画通り

達成できるものと予測しています。 

  
  

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。 

  

（連結納税制度の適用） 

当社及び連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しています。 

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

（追加情報）
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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 1,221,038 571,019

受取手形及び売掛金 2,130,752 2,022,095

仕掛品 417,230 656,811

原材料及び貯蔵品 34,033 26,345

繰延税金資産 56,890 60,367

その他 66,666 204,582

貸倒引当金 △4,000 △4,000

流動資産合計 3,922,611 3,537,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 440,966 432,111

機械装置及び運搬具（純額） 545,243 519,440

土地 1,112,910 1,112,910

建設仮勘定 30,253 151,290

その他（純額） 15,350 14,334

有形固定資産合計 2,144,723 2,230,087

無形固定資産   

ソフトウエア 67,106 62,240

その他 4,595 4,571

無形固定資産合計 71,701 66,812

投資その他の資産   

繰延税金資産 65 65

その他 151,342 148,671

投資その他の資産合計 151,407 148,736

固定資産合計 2,367,831 2,445,636

資産合計 6,290,442 5,982,858

㈱積水工機製作所(6487)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 1,627,031 1,474,414

短期借入金 1,620,259 1,275,000

未払法人税等 11,779 9,149

賞与引当金 67,900 90,000

工事損失引当金 － 4,500

設備関係支払手形 42,629 53,280

設備関係未払金 19,317 47,335

その他 327,948 316,136

流動負債合計 3,716,867 3,269,816

固定負債   

長期借入金 － 160,000

長期未払金 44,210 44,210

リース債務 105,223 99,789

繰延税金負債 31,168 32,320

退職給付引当金 2,276 2,366

固定負債合計 182,877 338,685

負債合計 3,899,745 3,608,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 △43,053 △60,084

自己株式 △17,487 △17,529

株主資本合計 2,383,610 2,366,537

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,087 7,819

その他の包括利益累計額合計 7,087 7,819

純資産合計 2,390,697 2,374,356

負債純資産合計 6,290,442 5,982,858
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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 1,022,653 1,227,255

売上原価 940,675 1,088,419

売上総利益 81,978 138,836

販売費及び一般管理費 154,086 147,818

営業損失（△） △72,108 △8,982

営業外収益   

受取利息 44 108

受取配当金 419 207

仕入割引 583 731

助成金収入 5,208 －

その他 － 0

営業外収益合計 6,255 1,048

営業外費用   

支払利息 4,880 4,854

売上割引 72 7

その他 268 102

営業外費用合計 5,222 4,964

経常損失（△） △71,075 △12,898

特別損失   

投資有価証券評価損 90 －

特別損失合計 90 －

税金等調整前四半期純損失（△） △71,165 △12,898

法人税、住民税及び事業税 1,060 7,332

法人税等調整額 2,006 △3,200

法人税等合計 3,066 4,132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74,231 △17,031

四半期純損失（△） △74,231 △17,031
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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損失（△） △74,231 △17,031

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,426 732

その他の包括利益合計 △1,426 732

四半期包括利益 △75,658 △16,299

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,658 △16,299
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       該当事項はありません。 

  

       該当事項はありません。 

  

  

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 

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) 

 
(注) ※１ セグメント損失の調整額4,800千円は、セグメント間取引消去であります。 

  

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) 

 
(注) ※１ セグメント利益又は損失の調整額4,800千円は、セグメント間取引消去であります。 

  
  

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。 
  

（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
※１

合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 707,745 314,907 1,022,653 ― 1,022,653

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 707,745 314,907 1,022,653 ― 1,022,653

セグメント損失(△) △64,908 △11,999 △76,908 4,800 △72,108

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
※１

合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 769,235 458,019 1,227,255 ― 1,227,255

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 769,235 458,019 1,227,255 ― 1,227,255

セグメント利益又は損失(△) △49,568 35,785 △13,782 4,800 △8,982
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当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

４．補足情報

（１）受注の状況

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
(％)

金型 641,965 △41.8 1,039,565 △25.2

産業機器 377,229 △17.9 1,026,375 1.1

合計 1,019,194 △34.8 2,065,940 △14.1
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