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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  10,151  △20.8  31  △96.1  131  △78.8  131  △75.0

25年３月期第２四半期  12,813  17.0  815  96.3  619  260.5  528  190.5

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 175百万円 （ ％） 28.7   25年３月期第２四半期 135百万円 （ ％） －

  
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２四半期  1.67  －

25年３月期第２四半期  6.68  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  43,900  19,511  44.4

25年３月期  44,850  19,495  43.5

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 19,511百万円   25年３月期 19,495百万円 

  
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  －  2.00  2.00

26年３月期  －  0.00       

26年３月期（予想）      －  2.00  2.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

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、対前期増減率）

  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 

通期  22,500  △7.6  800  △45.4  800  △49.3  400  △63.1  5.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

新規   社  （社名）                    除外   社  （社名） 

   

  

   

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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。 

  

（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   

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２Ｑ 81,465,568株 25年３月期 81,465,568株 

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 2,383,575株 25年３月期 2,374,725株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 79,084,125株 25年３月期２Ｑ 79,095,652株 

 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では自動車を中心に製造業の堅調さが続いており、欧州に

おいても債務問題に伴う低迷からの底打ちの兆しがみられます。アジアにおいては中国を中心とした新興国の減速

等により、成長ペースは以前に比べて低下しており、力強さに欠ける展開となりました。一方、国内経済につきま

しては、円高の是正、株価の回復と政府の緊急経済対策などによる景気回復への期待の高まりから、消費者マイン

ドは改善されつつあり、前半は企業の設備投資が低水準で推移したものの、後半は受注環境にやや回復傾向が見ら

れました。 

このような状況下、当社グループは、今年度から新中期経営計画「NEXT STAGE 100」をスタートさせ、全ての事

業基盤を強化・拡充することを基本テーマとして、業績向上に取り組みました。具体的には、生産基盤の拡充を目

的として、主力工場の再構築と設備の更新に本格的に着手しております。さらに、製造原価の徹底した低減を目的

として、生産効率の向上、海外調達の拡大や部品共通化等も含めた一層のコストダウンに取り組みました。 

主力の工作機械部門につきましては、４月に５軸制御マシニングセンタの拡販を図るため、高精度で高品位な

５軸加工を可能とする加工支援技術「A5 system」の販売を開始しました。また、９月には自動車や一般産業機械

などの量産部品加工をターゲットにコストパフォーマンスに優れた横形マシニングセンタHMC400を開発し、販売を

開始しました。この最新鋭のHMC400を含めた３機種を９月にドイツのハノーバーで開催されたEMOショーへ出展

し、拡販に努めました。 

しかしながら、内外において前年秋以降の受注高が低迷したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高

は、 百万円（前年同期比 ％減）となり、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は

百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少 百万円、現金及び預金の減少 百万円、有形固定資産の

増加 百万円、たな卸資産の増加 百万円などによるものであります。 

負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の減少 百万円、未払費用の増加 百万円、リース債務の増加 百万円などによるものであり

ます。 

純資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりました。これは主に、四半期

純利益の計上 百万円、その他有価証券評価差額金の増加 百万円、配当金の支払による減少 百万円などによ

るものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年９月30日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて

修正いたしました。詳細につきましては当該資料をご参照ください。 

   

   

（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

10,151 20.8 31 96.1 131

78.8 131 75.0

43,900 949

819 658

378 188

24,389 965

1,278 208 172

19,511 15

131 41 158

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,407 4,748 

受取手形及び売掛金 6,524 5,704 

たな卸資産 9,676 9,864 

その他 498 420 

貸倒引当金 △39 △24 

流動資産合計 22,067 20,713 

固定資産   

有形固定資産   

土地 15,423 15,425 

その他（純額） 4,408 4,784 

有形固定資産合計 19,831 20,210 

無形固定資産 179 151 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,420 2,471 

その他 367 368 

貸倒引当金 △15 △15 

投資その他の資産合計 2,772 2,825 

固定資産合計 22,783 23,186 

資産合計 44,850 43,900 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,233 3,954 

短期借入金 6,904 7,597 

未払法人税等 144 53 

賞与引当金 235 218 

製品保証引当金 53 48 

その他 1,079 1,334 

流動負債合計 13,649 13,205 

固定負債   

社債 100 100 

長期借入金 2,705 2,055 

再評価に係る繰延税金負債 5,261 5,261 

退職給付引当金 3,109 3,010 

その他 528 756 

固定負債合計 11,705 11,183 

負債合計 25,354 24,389 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,283 6,283 

資本剰余金 1,455 1,455 

利益剰余金 2,877 2,851 

自己株式 △527 △529 

株主資本合計 10,088 10,060 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 493 535 

土地再評価差額金 9,023 9,023 

為替換算調整勘定 △110 △109 

その他の包括利益累計額合計 9,407 9,450 

純資産合計 19,495 19,511 

負債純資産合計 44,850 43,900 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,813 10,151 

売上原価 9,772 7,979 

売上総利益 3,041 2,172 

販売費及び一般管理費 2,225 2,140 

営業利益 815 31 

営業外収益   

受取利息 2 2 

受取配当金 24 19 

為替差益 － 160 

その他 5 3 

営業外収益合計 32 185 

営業外費用   

支払利息 82 68 

為替差損 133 － 

その他 13 16 

営業外費用合計 229 85 

経常利益 619 131 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 54 

有形固定資産売却益 － 9 

特別利益合計 － 64 

特別損失   

有形固定資産処分損 3 6 

投資有価証券評価損 1 － 

特別損失合計 4 6 

税金等調整前四半期純利益 614 189 

法人税、住民税及び事業税 104 54 

法人税等調整額 △17 3 

法人税等合計 86 57 

少数株主損益調整前四半期純利益 528 131 

四半期純利益 528 131 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 528 131 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △270 41 

為替換算調整勘定 △121 1 

その他の包括利益合計 △392 43 

四半期包括利益 135 175 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 135 175 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 614 189 

減価償却費 390 351 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △14 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △16 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △99 

受取利息及び受取配当金 △27 △21 

支払利息 82 68 

投資有価証券売却損益（△は益） － △54 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 － 

売上債権の増減額（△は増加） 177 865 

たな卸資産の増減額（△は増加） △590 △37 

仕入債務の増減額（△は減少） △69 △1,280 

その他 106 188 

小計 675 138 

利息及び配当金の受取額 27 22 

利息の支払額 △82 △67 

法人税等の支払額 △43 △166 

営業活動によるキャッシュ・フロー 576 △73 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △217 △378 

有形固定資産の売却による収入 8 10 

貸付けによる支出 － △26 

貸付金の回収による収入 0 13 

その他 6 13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △202 △368 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 55 890 

長期借入れによる収入 － 200 

長期借入金の返済による支出 △909 △1,047 

社債の発行による収入 98 － 

社債の償還による支出 △100 － 

自己株式の取得による支出 △0 △1 

配当金の支払額 － △155 

リース債務の返済による支出 △113 △103 

財務活動によるキャッシュ・フロー △970 △217 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 10 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613 △648 

現金及び現金同等物の期首残高 6,912 5,347 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,298 4,698 
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

（４）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）

大阪機工㈱(6205)　平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

－ 8 －


