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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 6,251 27.1 300 133.5 410 ― 354 ―
25年3月期第1四半期 4,919 14.2 128 △33.0 △110 ― △136 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 483百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △76百万円 （―％）

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 5.62 ―
25年3月期第1四半期 △2.16 ―

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 36,717 7,640 20.7 120.12
25年3月期 35,334 7,157 20.1 112.46
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,583百万円 25年3月期  7,100百万円

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 ― 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）

（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) 15,670 11.9 680 △29.6 550 △18.4 480 △21.7 7.60
通期 32,920 13.1 1,960 △10.3 1,690 △27.8 1,420 △31.6 22.49



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しました。 

※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。 

※  注記事項

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 63,534,546 株 25年3月期 63,534,546 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 401,825 株 25年3月期 399,890 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 63,133,419 株 25年3月期1Q 63,152,029 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済対策や金融政策に対する期待感から円安や

株高が進行し、企業収益や個人消費に改善の動きが見られたものの、欧州経済の債務問題長期化や堅調

であった新興諸国の経済成長の鈍化等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような情勢の中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、輸送機器関連事業部

門が前年とほぼ同水準だったものの、工作機械関連事業部門が増加したことにより6,251百万円（前年

同期比27.1％増）となりました。損益につきましては、工作機械関連事業部門の利益の増加により、営

業利益は300百万円（前年同期比133.5％増）となり、経常利益は410百万円（前年同期は経常損失110百

万円）、四半期純利益は354百万円（前年同期は四半期純損失136百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

工作機械関連事業部門におきましては、中国を始めとしたアジア地域への売上高が大幅に増加し、

3,509百万円（前年同期比64.1%増）となり、セグメント利益（営業利益）は178百万円（前年同期は営

業損失19百万円）となりました。 

輸送機器関連事業部門におきましては、売上高が2,722百万円（前年同期比1.4%減）とほぼ同水準で

あるものの、自動車関連の減収が影響し、セグメント利益（営業利益）は113百万円（前年同期比

15.5％減）となりました。  

その他部門におきましては、不動産賃貸業により、売上高は19百万円（前年同期比0.0％）となり、

セグメント利益（営業利益）は14百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,383百万円増加し、36,717百

万円となりました。この主な要因は現金及び預金が924百万円、売上債権が123百万円減少したものの、

たな卸資産が1,414百万円、投資その他の資産が829百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ900百万円増加し29,077百万円となりました。この主な要因は

仕入債務が83百万円、未払法人税等が101百万円減少したものの、借入金が1,135百万円増加したことに

よるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ483百万円増加し、7,640百万円となりました。増加の主な要

因は四半期純利益354百万円の計上及び為替換算調整勘定が128百万円増加したことによるものでありま

す。この結果、自己資本比率は20.7％となりました。  

  

平成25年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

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。 

  

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

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：百万円)

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 2,423 1,499

受取手形及び売掛金 7,055 6,931

商品及び製品 3,653 4,220

仕掛品 5,791 6,267

原材料及び貯蔵品 743 1,114

その他 1,297 1,452

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 20,956 21,479

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,387 7,387

その他（純額） 5,646 5,653

有形固定資産合計 13,033 13,040

無形固定資産   

その他 186 209

無形固定資産合計 186 209

投資その他の資産   

その他 1,244 2,074

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 1,158 1,988

固定資産合計 14,377 15,238

資産合計 35,334 36,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,500 6,417

短期借入金 5,957 6,185

未払法人税等 244 143

賞与引当金 365 549

資産除去債務 4 4

その他 2,738 2,429

流動負債合計 15,809 15,729

固定負債   

長期借入金 7,832 8,739

退職給付引当金 2,149 2,207

役員退職慰労引当金 55 46

資産除去債務 292 292

その他 2,036 2,062

固定負債合計 12,367 13,348

負債合計 28,177 29,077

- 4 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エンシュウ㈱（6218）平成26年３月期　第１四半期決算短信



(単位：百万円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 1,230 1,230

利益剰余金 △2,063 △1,709

自己株式 △60 △60

株主資本合計 3,746 4,101

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14 14

土地再評価差額金 3,409 3,409

為替換算調整勘定 △70 57

その他の包括利益累計額合計 3,353 3,481

少数株主持分 56 57

純資産合計 7,157 7,640

負債純資産合計 35,334 36,717
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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：百万円)

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 4,919 6,251

売上原価 4,186 5,278

売上総利益 732 973

販売費及び一般管理費 604 672

営業利益 128 300

営業外収益   

受取利息 0 7

受取配当金 1 1

為替差益 － 135

見積原価戻入益 16 －

その他 20 55

営業外収益合計 38 200

営業外費用   

支払利息 65 74

持分法による投資損失 1 0

為替差損 200 －

その他 10 14

営業外費用合計 278 90

経常利益又は経常損失（△） △110 410

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産廃棄損 1 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△112 410

法人税、住民税及び事業税 27 65

法人税等調整額 △5 △4

法人税等合計 22 60

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△134 349

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △136 354
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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：百万円)

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△134 349

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9 △0

為替換算調整勘定 67 133

その他の包括利益合計 58 133

四半期包括利益 △76 483

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △81 483

少数株主に係る四半期包括利益 5 0
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

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 「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、不動産賃貸事業であります。 

   ２ セグメント利益の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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

  

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 「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、不動産賃貸事業であります。 

   ２ セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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

  

（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：百万円)

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

工作機械 
関連事業

輸送機器 
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,138 2,761 4,899 19 4,919 ― 4,919

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1 ― 1 ― 1 △1 ―

計 2,139 2,761 4,901 19 4,920 △1 4,919

セグメント利益又は損失(△) △19 133 113 14 128 △0 128

  (単位：百万円)

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

工作機械 
関連事業

輸送機器 
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,509 2,722 6,232 19 6,251 ― 6,251

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

28 ― 28 ― 28 △28 ―

計 3,538 2,722 6,260 19 6,280 △28 6,251

セグメント利益 178 113 291 14 306 △6 300
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