
  

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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                 （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  2,560  △20.9  34  △77.0  26  △80.9  15  △87.8

25年３月期第２四半期  3,236  7.1  149  237.3  138  261.3  125  286.2

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 12百万円（ ％） △90.1   25年３月期第２四半期 128百万円 （ ％） 399.4

  
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  0.65  －

25年３月期第２四半期  5.36  －

  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  5,342  1,822  34.1

25年３月期  5,047  1,809  35.9

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 1,822百万円   25年３月期 1,809百万円 

  
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 － 0.00  0.00

26年３月期  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 0.00  0.00

（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  6,070  △5.0  190  △19.1  150  △28.2  106  △40.8  4.51

（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 

  

（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 23,550,000株 25年３月期 23,550,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 32,124株 25年３月期 31,232株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 23,518,306株 25年３月期２Ｑ 23,519,418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報告書の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を実施しています。

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、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。なお、業績予想

に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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」をご覧下さい。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期におけるわが国の経済は、政府による経済成長政策により円安・株価上昇等、輸出企業を中心とし

た業績等景気回復の兆しが現れてきております。 

 一方、円安による輸入材料価格の上昇、中国の景気減速や欧州債務問題など、引き続き景気の下振れリスクが存

在しており、依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもとで当社グループは、グローバル市場の拡大を図るとともに「射出成形機の専業メーカー」

の強みを活かし、「お客様とともに技術を拓くベストパートナー」を目指し、他社との差別化を図る事に注力して

おります。 

 当第２四半期に関しましては、受注・売上ともに回復傾向にあり、自動車関係の大型特殊機を中心として順調に

推移いたしました。 

 当第２四半期累計売上額につきましては、射出成形機は1,230百万円（前年同期比22.9％減）、プレス機は117百

万円（前年同期比66.5％減）、金型・周辺機器等その他を含めた総売上高は2,560百万円（前年同期比20.9％減）

となりました。このうち国内売上高は1,298百万円（前年同期比3.8％減）、海外売上高は1,262百万円（前年同期

比33.1％減）となり連結売上高に占める海外売上高は49.3％となりました。 

 利益面については、大型機の出荷台数回復による増加や収益改善活動等を取り組んできた結果、当第２四半期連

結累計期間はプラスに転じ、経常利益は26百万円、四半期純利益は15百万円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ294百万円増加しま

した。流動資産は、主に仕掛品の増加等によるもので、前連結会計年度末に比べ300百万円増加の4,210百万円とな

りました。固定資産は、減価償却等によるもので、前連結会計年度末に比べ５百万円減少の1,132百万円となりま

した。負債は、買掛金及び長短借入金の増加等によるもので、前連結会計年度末に比べ282百万円増加の3,519百万

円となりました。純資産は、主に四半期純利益による増加で、前連結会計年度末に比べ12百万円増加の1,822百万

円となりました。 

   

   

（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月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想から変更

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。 

   

 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



４．四半期連結財務諸表 
（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 545,161 584,364

受取手形及び売掛金 1,655,211 1,603,452

製品 19,138 19,619

仕掛品 641,957 885,448

原材料及び貯蔵品 1,023,845 1,064,920

その他 26,153 53,011

貸倒引当金 △1,584 △644

流動資産合計 3,909,881 4,210,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 646,433 625,926

機械装置及び運搬具（純額） 153,335 145,183

土地 219,035 219,035

その他（純額） 55,651 65,570

有形固定資産合計 1,074,455 1,055,716

無形固定資産 32,063 44,715

投資その他の資産   

投資有価証券 5,675 5,675

その他 29,571 30,518

貸倒引当金 △3,987 △4,353

投資その他の資産合計 31,258 31,840

固定資産合計 1,137,777 1,132,271

資産合計 5,047,659 5,342,444



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,069,319 1,206,095

短期借入金 900,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 － 50,000

未払費用 258,525 194,408

未払法人税等 31,902 13,365

引当金 42,126 31,647

その他 92,379 96,787

流動負債合計 2,394,252 2,592,303

固定負債   

長期借入金 100,000 150,000

退職給付引当金 717,856 737,898

その他 25,595 39,675

固定負債合計 843,452 927,573

負債合計 3,237,704 3,519,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,008,500 1,110,029

資本剰余金 625,270 625,270

利益剰余金 △1,807,451 106,383

自己株式 △6,887 △6,968

株主資本合計 1,819,431 1,834,715

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △9,476 △12,148

その他の包括利益累計額合計 △9,476 △12,148

純資産合計 1,809,954 1,822,567

負債純資産合計 5,047,659 5,342,444



（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：千円）

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 3,236,136 2,560,490

売上原価 2,428,964 1,871,552

売上総利益 807,172 688,937

販売費及び一般管理費 658,105 654,661

営業利益 149,066 34,275

営業外収益   

受取利息 71 91

受取配当金 146 146

仕入割引 180 138

受取賃貸料 3,359 3,584

その他 4,268 4,864

営業外収益合計 8,026 8,824

営業外費用   

支払利息 12,641 10,111

為替差損 4,847 5,807

その他 944 693

営業外費用合計 18,432 16,612

経常利益 138,660 26,487

特別利益   

固定資産売却益 2,145 －

特別利益合計 2,145 －

特別損失   

固定資産除売却損 376 1,490

特別損失合計 376 1,490

税金等調整前四半期純利益 140,429 24,997

法人税等 14,473 9,632

少数株主損益調整前四半期純利益 125,955 15,364

四半期純利益 125,955 15,364



（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：千円）

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 125,955 15,364

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 4,696 －

為替換算調整勘定 △2,459 △2,671

その他の包括利益合計 2,237 △2,671

四半期包括利益 128,193 12,693

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,193 12,693



 該当事項はありません。   

   

   

      平成25年６月20日開催の当社第71期定時株主総会決議における決議に基づき、資本金1,898百万円を減少し、その

他資本剰余金に振替えるとともに、その他資本剰余金1,898百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行ってお

ります。 

   この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が1,898百万円減少し、利益剰余金が1,898百万円増加してお

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）
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