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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

※当社は平成25年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成25年３月期第
１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,943 ― 255 ― 396 ― 442 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 40.47 27.12
25年3月期第1四半期 ― ―

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 16,449 3,866 23.5 156.41
25年3月期 17,785 3,423 19.2 115.94
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,866百万円 25年3月期  3,423百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、後述の「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社の主要売上品目である自動車用プレス金型は、各プロジェクトの売上計上時期が変動し易く、その若干の伸長が当社の期間損益に少なからず影響を及ぼ
すため、第２四半期累計期間の業績予想は非開示とさせていただきます。 

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

通期 11,500 △0.3 900 1.9 1,000 0.8 1,000 △9.1 91.36



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 10,946,007 株 25年3月期 10,946,007 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,661 株 25年3月期 1,636 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 10,944,346 株 25年3月期1Q 10,944,401 株

※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
半期報告書のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ 「業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
・前事業年度で唯一の連結子会社でありました株式会社富士アセンブリシステムの全株式を売却しております。このことにより、当第１四半期累計期間において
連結財務諸表非作成会社となりました。 



種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりであります。
１株当たり配当金

-

Ａ種優先株式 円　銭 円　銭 円　銭

25年３月期 0.00

第１四半期末

-

発行済株式数（Ａ種優先株式）

-26年３月期

26年３月期（予想）

（基準日）

299,255株

-0.00

期末発行済株式数： 26年３月期第１四半期

0.000.00

第２四半期末 第３四半期末

0.00 0.00

年間
円　銭

期末
円　銭
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間における世界経済は、米国において雇用や住宅問題の改善などを背景に緩やかな回復基調

が見られたものの、新興国の景気減速感が見られ、また欧州での金融・債務問題の拡大など、先行きは不透明な状

況にあります。一方、わが国経済は、新政権による金融・経済対策の効果に対する期待感から円安、株高が進行

し、景気回復への期待が高まっているものの、海外景気に対する不安感や円安進行による原材料価格の上昇など国

内景気の下振れ懸念があり、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、管理体制をより一層強化することにより個別案件の採算

性向上に努めたほか、全社挙げての更なる固定費の削減、製造工程見直し等による原価低減を進めるとともに、生

産性および品質の更なる向上に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,943百万円、営業利益は255百万円となりました。営業外

損益においては、海外関連会社からの配当等利益120百万円を計上した結果、経常利益396百万円、四半期純利益

442百万円となりました。 

   

（注）当第１四半期より四半期財務諸表を作成しております。前第１四半期は四半期連結財務諸表を作成し、四半期財

務諸表を作成していないことから、前年同四半期との比較分析は行っておりません。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比して1,336百万円減少の16,449百万円となりまし

た。これは主として、現金及び預金が1,326百万円減少したことによるものであります。負債については、前事業

年度末に比して1,779百万円減少の12,583百万円となりました。これは主として、短期借入金が2,494百万円減少し

たことによるものであります。純資産については、前事業年度末に比して442百万円増加の3,866百万円となり、自

己資本比率は前事業年度末に比して4.3ポイント増加の23.5％となりました。 

    

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の通期の業績予想については、平成25年４月30日公表の業績予想から変更はありません。 

   

  

（１）四半期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。 

   

（２）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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,505 3,179

受取手形及び売掛金 2,234 2,901

仕掛品 4,859 4,757

貯蔵品 16 16

その他 202 158

貸倒引当金 △177 △189

流動資産合計 11,641 10,823

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,470 1,247

機械及び装置（純額） 271 265

土地 1,901 1,643

リース資産（純額） 76 69

その他（純額） 80 75

有形固定資産合計 3,799 3,300

無形固定資産   

のれん 758 747

ソフトウエア 251 245

リース資産 37 33

その他 11 13

無形固定資産合計 1,058 1,039

投資その他の資産   

投資有価証券 114 114

関係会社株式 493 493

関係会社出資金 670 670

長期貸付金 282 275

その他 7 6

貸倒引当金 △282 △275

投資その他の資産合計 1,286 1,285

固定資産合計 6,144 5,625

資産合計 17,785 16,449
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 1,079 1,714

短期借入金 6,856 4,362

リース債務 49 47

未払金 162 43

未払法人税等 8 6

未払費用 785 701

前受金 1,752 2,014

賞与引当金 379 289

工事損失引当金 219 220

事業構造改善引当金 139 122

その他 63 199

流動負債合計 11,498 9,721

固定負債   

長期借入金 1,038 1,153

関係会社長期借入金 115 －

リース債務 71 60

繰延税金負債 15 15

退職給付引当金 1,623 1,632

固定負債合計 2,863 2,861

負債合計 14,362 12,583

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,081 3,081

資本剰余金 13 13

利益剰余金 342 784

自己株式 △13 △13

株主資本合計 3,423 3,866

純資産合計 3,423 3,866

負債純資産合計 17,785 16,449
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,943

売上原価 2,481

売上総利益 462

販売費及び一般管理費 207

営業利益 255

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 120

為替差益 39

その他 18

営業外収益合計 180

営業外費用  

支払利息 36

その他 2

営業外費用合計 38

経常利益 396

特別利益  

固定資産売却益 71

特別利益合計 71

特別損失  

固定資産売却損 3

固定資産除却損 0

特別損失合計 3

税引前四半期純利益 464

法人税、住民税及び事業税 22

法人税等調整額 △0

法人税等合計 21

四半期純利益 442
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 当社は、前事業年度において自動車用溶接治具事業を営む唯一の連結子会社１社の全株式を売却しておりま

す。よって、当第１四半期会計期間において自動車用プレス金型事業の単一セグメントとなったため、記載を

省略しております。 

   

（３）四半期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）
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