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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 13,357 △3.5 660 △51.6 1,256 43.2 1,133 14.2
25年3月期第1四半期 13,845 △6.4 1,365 △31.5 877 △48.3 992 △32.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,451百万円 （116.3％） 25年3月期第1四半期 1,133百万円 （△30.0％）

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 22.52 ―
25年3月期第1四半期 19.73 ―

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 101,204 37,955 37.5
25年3月期 95,041 36,033 37.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  37,915百万円 25年3月期  35,991百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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) 28,000 △0.6 2,200 △15.4 1,900 △0.3 1,500 △20.1 29.81
通期 57,000 3.6 4,600 14.4 4,100 △23.5 3,200 △23.7 63.59



(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レビュー手続きの対象外であります。なお、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は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項については、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   ：  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 53,432,510 株 25年3月期 53,432,510 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,113,236 株 25年3月期 3,113,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 50,319,320 株 25年3月期1Q 50,319,864 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の世界経済は、欧州地域は雇用環境の悪化による消費低迷の影響もありマイナス成長

となりましたが、その他の地域では総じて緩やかな回復基調で推移しました。特に米国では、雇用情勢が改善し、

個人消費や住宅投資などが順調に推移しました。わが国経済においても、雇用情勢に厳しさが残るものの、政府の

景気対策の効果もあり景況感は改善傾向にありました。 

 当社グループの業績を左右する設備投資需要は改善傾向でしたが、前年同四半期において業績に寄与したタイ国

の洪水被害からの復興需要や単価の高い射出成形機の大型案件が当四半期は無いため、業績はその影響を受けるこ

ととなりました。 

 このような環境のもと、当社製品ユーザーの注目度が非常に高い金型加工技術展「INTERMOLD2013」や国際食品

工業展「FOOMA JAPAN 2013」などに出展し、積極的な営業活動を展開したほか、欧州地域の販売会社を再編し、経

営効率の改善にも取り組みました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比４億88百万円減（前年同四半期比3.5％減）

の133億57百万円となりました。利益面では、営業利益は前年同四半期比７億５百万円減（前年同四半期比51.6％

減）の６億60百万円、経常利益は前年同四半期比３億78百万円増（前年同四半期比43.2％増）の12億56百万円、四

半期純利益は前年同四半期比１億40百万円増（前年同四半期比14.2％増）の11億33百万円となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 前連結会計年度末と比較して、資産は61億63百万円増加し、1,012億４百万円となりました。主な増加要因とし

ては、現金及び預金が49億65百万円増加したことなどがあげられます。  

 また、負債においては前連結会計年度末と比較して、42億42百万円増加し、632億49百万円となりました。主な 

増加要因としては、長期借入金が48億５百万円増加したことなどがあげられます。  

 純資産においては前連結会計年度末と比較して、19億21百万円増加し、379億55百万円となりました。主な増加 

要因としては、利益剰余金６億５百万円の増加などがあげられます。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月15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。 

   

   

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：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 25,533 30,499

受取手形及び売掛金 12,927 12,576

割賦売掛金 5 3

商品及び製品 5,554 6,466

仕掛品 6,097 6,315

原材料及び貯蔵品 9,724 9,784

その他 3,044 2,823

貸倒引当金 △198 △231

流動資産合計 62,688 68,238

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,114 20,613

機械装置及び運搬具 13,347 13,898

その他 11,138 10,428

減価償却累計額 △20,142 △20,677

有形固定資産合計 23,458 24,262

無形固定資産   

のれん 2,433 2,925

その他 1,150 1,290

無形固定資産合計 3,583 4,216

投資その他の資産   

その他 5,647 4,761

貸倒引当金 △337 △273

投資その他の資産合計 5,310 4,487

固定資産合計 32,352 32,966

資産合計 95,041 101,204



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,508 9,137

短期借入金 5,604 4,989

1年内返済予定の長期借入金 10,017 9,955

未払法人税等 460 387

引当金 833 622

その他 5,494 5,579

流動負債合計 30,919 30,671

固定負債   

社債 30 30

長期借入金 25,840 30,645

退職給付引当金 892 858

引当金 178 180

資産除去債務 224 225

その他 921 637

固定負債合計 28,088 32,577

負債合計 59,007 63,249

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,775 20,775

資本剰余金 5,879 5,879

利益剰余金 10,435 11,040

自己株式 △1,695 △1,695

株主資本合計 35,395 36,000

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 400 637

為替換算調整勘定 195 1,277

その他の包括利益累計額合計 595 1,915

少数株主持分 42 39

純資産合計 36,033 37,955

負債純資産合計 95,041 101,204



（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 13,845 13,357

売上原価 9,493 9,427

売上総利益 4,352 3,930

割賦販売未実現利益戻入額 1 0

割賦販売未実現利益繰入額 － 0

差引売上総利益 4,353 3,930

販売費及び一般管理費   

人件費 1,218 1,329

貸倒引当金繰入額 21 24

その他 1,748 1,917

販売費及び一般管理費合計 2,988 3,270

営業利益 1,365 660

営業外収益   

受取利息 25 20

受取配当金 15 31

為替差益 － 620

その他 74 131

営業外収益合計 116 804

営業外費用   

支払利息 171 157

為替差損 352 －

その他 79 50

営業外費用合計 604 208

経常利益 877 1,256

特別利益   

固定資産売却益 7 25

受取保険金 512 －

その他 44 －

特別利益合計 563 25

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 6

貸倒損失 － 2

災害による損失 101 －

その他 14 0

特別損失合計 116 9

税金等調整前四半期純利益 1,325 1,272

法人税、住民税及び事業税 195 248

法人税等調整額 134 △100

法人税等合計 330 147

少数株主損益調整前四半期純利益 995 1,124

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △8

四半期純利益 992 1,133



（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 995 1,124

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △167 237

為替換算調整勘定 306 1,090

その他の包括利益合計 138 1,327

四半期包括利益 1,133 2,451

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,128 2,452

少数株主に係る四半期包括利益 5 △0



 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．「工作機械 日本」の区分には、日本国内における受注で海外（韓国、台湾、インド等）への販売分を

含んでおります。 

   ２．「工作機械」のセグメント利益又は損失（△）の調整額１億82百万円には、セグメント間取引消去１億

82百万円が含まれております。 

   ３．「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、リース事業、印刷事業等を

含んでおります。 

４．セグメント利益又は損失（△）の調整額△３億84百万円には、セグメント間取引消去△50百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△３億34百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない本社機能に係る費用であります。 

５．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   

工作機械 

産業機械 日本 
（注）１ 

北・南米 欧州 中華圏
その他 
アジア

計 
調整額 
（注）２ 

工作機械 
計  

売上高                   

外部顧客への売上高  3,007  715 1,129 1,934 1,297 8,085  －  8,085 4,425

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 2,239  1 3 1,209 2,123 5,577  △5,518  58 14

計  5,247  717 1,133 3,143 3,421 13,662  △5,518  8,143 4,440

セグメント利益又は 

損失（△） 
 603  85 72 67 236 1,064  182  1,247 379

  

報告セグメント 
その他 
（注）３ 

合計 
調整額 
（注）４ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）５ 

精密金型・
精密成形 

食品 
機械  

要素 
技術  

報告 
セグメント

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  783  358 174 13,827 18  13,845  － 13,845

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  － 773 847 56  904  △904 －

計  784  358 948 14,674 75  14,750  △904 13,845

セグメント利益又は 

損失（△） 
 64  △84 143 1,749 0  1,750  △384 1,365



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）１．「工作機械 日本」の区分には、日本国内における受注で海外（韓国、台湾、インド等）への販売分を

含んでおります。 

   ２．「工作機械」のセグメント利益又は損失（△）の調整額△１億45百万円には、セグメント間取引消去△

１億45百万円が含まれております。 

   ３．「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、リース事業、印刷事業等を

含んでおります。 

４．セグメント利益又は損失（△）の調整額△３億70百万円には、セグメント間取引消去90百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△４億60百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない本社機能に係る費用であります。 

５．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利益と調整を行っております。  

  

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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 工作機械事業（北・南米）セグメントにおいて、当社は平成25年６月25日付けで当社の連結子会社である

Sodick Holding Corporationの株式を追加取得し、当社持分比率を100％としております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間におけるのれんの増加額は５億38百万円であります。 

   

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント   

工作機械 

産業機械 日本 
（注）１ 

北・南米 欧州 中華圏
その他 
アジア

計 
調整額 
（注）２ 

工作機械 
計  

売上高                   

外部顧客への売上高  3,393  1,162 1,539 2,985 862 9,942  －  9,942 1,859

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 2,425  0 10 1,104 2,842 6,384  △6,304  80 36

計  5,818  1,163 1,549 4,089 3,704 16,326  △6,304  10,022 1,895

セグメント利益又は 

損失（△） 
 723  156  84 258 △190 1,032  △145  887 214

  

報告セグメント 
その他 
（注）３ 

合計 
調整額 
（注）４ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）５ 

精密金型・
精密成形 

食品 
機械  

要素 
技術  

報告 
セグメント

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  592  572 354 13,321 36  13,357  － 13,357

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 0  － 430 548 24  572  △572 －

計  592  572 785 13,869 60  13,930  △572 13,357

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △41  △37 18 1,040 △9  1,030  △370 660
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