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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 

  

(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 40,889 △1.3 1,251 △34.2 2,247 11.1 1,363 41.9
25年3月期第2四半期 41,431 3.9 1,901 △9.0 2,022 △18.4 960 △25.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 5,837百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △39百万円 （―％）

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 25.11 ―

25年3月期第2四半期 17.69 ―

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2四半期 122,060 82,055 65.2 1,465.09
25年3月期 116,358 76,648 63.8 1,368.38

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  79,542百万円 25年3月期  74,293百万円

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 ― 7.00 13.00
26年3月期 ― 6.50

26年3月期（予想） ― 6.50 13.00

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、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  
 

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 84,500 △0.8 3,500 △8.2 4,400 △11.9 2,400 △54.5 44.21



(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財務諸
表のレビュー手続きは完了しておりません。 

※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、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、多分に不確実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。 

※  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2Q 56,554,009 株 25年3月期 56,554,009 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,262,003 株 25年3月期 2,261,207 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 54,292,485 株 25年3月期2Q 54,293,435 株
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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の経済状況は、海外では、欧州は停滞感を払拭できない状況が続きましたが、米国経

済が緩やかな回復基調を維持するとともに、中国やアセアン諸国は減速傾向がみられたものの引き続き成長が持続い

たしました。国内は、円安基調の定着による輸出関連企業の業績改善や個人消費の持ち直しの動きにより、景況感に

回復の兆しがでてまいりました。 

当社グループの事業環境につきましては、海外では、アセアン諸国や中国などの新興国で自動車部品向けの設備

投資が堅調に推移いたしましたが、国内では、自動車関連などの需要先業界の設備余剰感の解消には至らず、設備稼

働に伴うメンテナンス部品や消耗品などのアフターマーケット需要によって下支えされました。 

 こうした情勢下、当第２四半期連結累計期間の受注高は45,325百万円（前年同四半期比13.6％増）、売上高は

40,889百万円(同1.3％減)、受注残高は29,596百万円(同16.3％増)となりました。 

収益面につきましては、販売管理費等の増加の影響で、営業利益は1,251百万円(同34.2％減)となりました。経常

利益は、為替差益372百万円や持分法による投資利益274百万円などの営業外収益があり、2,247百万円(同11.1％増)

を計上し、四半期純利益は1,363百万円(同41.9％増)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。 

[鋳造分野] 

インドネシア、中国での自動車部品向け鋳造設備や自動注湯装置が堅調に推移いたしましたが、欧州市場での鋳造

装置、北米市場でのシェールガス採掘向けサンドコーティング設備が低調であったため、売上高は14,511百万円（同

9.8％減）となりました。 

営業利益につきましては、売上減の影響により、705百万円（同40.1％減）となりました。 

[表面処理分野]   

表面処理装置は、自動車部品向けショットピーニングマシンが国内外で堅調に推移するとともに、復興需要を受

けた鉄骨向けショットブラスト装置が上向きましたが、造船や建機向け大型表面処理設備が低迷いたしました。装置

に使用する投射材は、南米やアセアン市場で需要増があり、分野全体の売上高は16,762百万円（同1.0％増）となり

ました。 

営業利益は、中国や国内市場において投射材の価格競争が激化しており、1,353百万円（同18.1％減）となりまし

た。 

[環境分野]   

 工作機械向け小型汎用集塵機が堅調に推移するとともに、メンテナンスの需要増がありましたが、ＶＯＣガス浄化

装置や水処理が減少するとともに、大型集塵装置が低調であったことから、売上高は3,737百万円(同9.3％減）とな

りました。 

営業損益は、販売減の影響により、60百万円の損失計上（前年同四半期は営業利益23百万円）となりました。 

[搬送分野]    

国内では、食品関係向けシザーリフト、物流センター向け駆動コンベアの需要が回復するとともに、北米市場で

の自動車部品向け搬送装置が堅調に推移し、売上高は2,666百万円（前年同四半期比14.6％増）となりました。 

営業利益は、搬送装置の厳しい価格競争により、17百万円（同76.5％減）となりました。 

[特機分野]   

液晶パネル向けハンドリングロボット、資源・エネルギーの再利用向け造粒装置の売上が低迷いたしましたが、

自動車部品の生産設備向けサーボシリンダや自動車部品向け検査装置が好調に推移するとともに、有機ＥＬ向け精密

計測機器の貢献があり、当分野の売上高は3,687百万円（同32.7％増）となりました。 

 営業損益は、売上ボリュームの回復により、営業損失を大幅に圧縮しましたが、34百万円の損失計上（前年同四半

期は293百万円の損失）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における資産合計は、株価上昇による投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ

5,702百万円増加し、122,060百万円となりました。 

負債合計は、株価上昇による投資有価証券の増加に伴う繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ

294百万円増加し、40,004百万円となりました。 

純資産合計は、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度に比べ5,407百万

円増加し、82,055百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に

比べ1,622百万円増加して、20,479百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びその要因は、次のとおりであります。  

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

 当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は2,870百万円となりました（前年同四半期

は2,068百万円の収入）。これは、売上債権の減少2,775百万円等の資金の増加要因があったことによるものでありま

す。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動により支出した資金は1,508百万円となりました（前年同四半期は

2,138百万円の支出）。これは、有形固定資産の取得による支出1,131百万円等の資金の減少要因があったことによる

ものであります。  

[財務活動によるキャッシュ・フロー]  

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動により支出した資金は615百万円となりました（前年同四半期は132

百万円の支出）。これは、配当金支払いによる支出380百万円等の資金の減少要因があったこと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 

    連結業績予想に変更はありません。 

   

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



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 17,150 18,517

受取手形及び売掛金 29,090 27,118

有価証券 7,320 8,247

製品 2,976 2,531

仕掛品 4,026 5,132

原材料及び貯蔵品 2,951 3,054

その他 2,560 2,613

貸倒引当金 △179 △179

流動資産合計 65,897 67,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,162 10,355

機械装置及び運搬具（純額） 5,902 6,205

その他（純額） 6,633 7,156

有形固定資産合計 22,698 23,717

無形固定資産   

のれん 581 626

その他 1,785 1,888

無形固定資産合計 2,366 2,514

投資その他の資産   

投資有価証券 21,286 25,545

その他 4,143 3,277

貸倒引当金 △34 △29

投資その他の資産合計 25,395 28,793

固定資産合計 50,460 55,025

資産合計 116,358 122,060



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,425 12,121

1年内償還予定の社債 232 232

短期借入金 1,761 1,654

未払法人税等 475 334

賞与引当金 1,711 1,627

役員賞与引当金 111 48

プラント保証引当金 316 308

受注損失引当金 118 119

その他 7,364 7,949

流動負債合計 25,518 24,395

固定負債   

社債 198 132

長期借入金 7,114 7,242

退職給付引当金 2,224 2,073

役員退職慰労引当金 206 221

環境安全対策引当金 67 67

資産除去債務 114 114

その他 4,266 5,756

固定負債合計 14,192 15,609

負債合計 39,710 40,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,752 5,752

資本剰余金 6,269 6,269

利益剰余金 60,200 61,183

自己株式 △1,306 △1,307

株主資本合計 70,916 71,898

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,068 7,107

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △1,691 536

その他の包括利益累計額合計 3,376 7,644

少数株主持分 2,355 2,513

純資産合計 76,648 82,055

負債純資産合計 116,358 122,060



（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 41,431 40,889

売上原価 29,751 29,131

売上総利益 11,679 11,757

販売費及び一般管理費 9,777 10,506

営業利益 1,901 1,251

営業外収益   

受取利息 43 51

受取配当金 137 185

為替差益 － 372

持分法による投資利益 135 274

その他 65 244

営業外収益合計 381 1,128

営業外費用   

支払利息 77 86

為替差損 115 －

その他 67 46

営業外費用合計 260 132

経常利益 2,022 2,247

特別利益   

固定資産売却益 5 23

投資有価証券償還益 － 73

その他 － 0

特別利益合計 5 97

特別損失   

固定資産売却損 1 3

固定資産廃却損 14 14

投資有価証券評価損 202 33

減損損失 10 －

特別損失合計 229 51

税金等調整前四半期純利益 1,799 2,293

法人税、住民税及び事業税 730 544

法人税等調整額 17 306

法人税等合計 748 850

少数株主損益調整前四半期純利益 1,051 1,442

少数株主利益 90 79

四半期純利益 960 1,363



（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 1,051 1,442

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,108 2,039

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △2 2,097

持分法適用会社に対する持分相当額 20 257

その他の包括利益合計 △1,090 4,394

四半期包括利益 △39 5,837

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △146 5,630

少数株主に係る四半期包括利益 106 206



（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 1,799 2,293

減価償却費 976 1,221

減損損失 10 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △111

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90 △68

受注損失引当金の増減額（△は減少） △49 0

プラント保証引当金の増減額（△は減少） 19 △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △156 △174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 14

受取利息及び受取配当金 △181 △237

支払利息 77 86

為替差損益（△は益） 102 △296

持分法による投資損益（△は益） △135 △274

有形固定資産除売却損益（△は益） 9 △6

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 203 △166

売上債権の増減額（△は増加） 2,090 2,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △755 △152

仕入債務の増減額（△は減少） △1,200 △1,514

その他 386 44

小計 3,213 3,384

利息及び配当金の受取額 218 309

利息の支払額 △41 △68

法人税等の支払額 △1,349 △754

法人税等の還付額 27 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,068 2,870

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,444 △5,152

定期預金の払戻による収入 2,410 4,223

有価証券の取得による支出 △0 △423

有価証券の売却及び償還による収入 300 1,500

有形固定資産の取得による支出 △1,446 △1,131

有形固定資産の売却による収入 31 40

無形固定資産の取得による支出 △39 △76

投資有価証券の取得による支出 △3 △866

投資有価証券の売却及び償還による収入 25 342

子会社株式の取得による支出 △13 △20

貸付けによる支出 △3 △5

貸付金の回収による収入 101 20

その他の投資の増減額（△は増加） △56 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,138 △1,508



（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) 

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） 363 △273

長期借入れによる収入 136 317

長期借入金の返済による支出 △90 △92

社債の償還による支出 △66 △66

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △74 △92

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △327 △380

少数株主への配当金の支払額 △73 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △132 △615

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232 1,622

現金及び現金同等物の期首残高 16,744 18,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,512 20,479



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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） 

  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．「その他」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、機械設計、情報関連及び福利厚生事 

          業等を含んでおります。  

      ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△785百万円には、セグメント間取引消去41百万円、各報告セグメン 

      トに配分していない全社費用△826百万円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

     研究開発費及び本社管理部門に係る費用であります。 

   ３．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。  

  

Ⅱ 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） 

  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．「その他」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、機械設計、情報関連及び福利厚生事 

          業等を含んでおります。  

      ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△764百万円には、セグメント間取引消去59百万円、各報告セグメン 

      トに配分していない全社費用△823百万円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

     研究開発費及び本社管理部門に係る費用であります。 

   ３．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。  

  

   

（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）

（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 

鋳造 
分野 

表面処理

分野 
環境  

分野 
  搬送   

分野 
特機

分野 
計

売上高                                                       

外部顧客への  
売上高 

 15,858  16,602  3,919 2,306 2,694 41,382 48  41,431  － 41,431

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

 234  －  198 21 83 538 998  1,536  △1,536 －

計  16,093  16,602  4,118 2,327 2,778 41,921 1,046  42,967  △1,536 41,431

セグメント利益 

 又は損失（△）  1,178  1,652  23 75 △293 2,636 51  2,687  △785 1,901

  （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 

鋳造 
分野 

表面処理

分野 
環境  

分野 
  搬送   

分野 
特機

分野 
計

売上高                                                       

外部顧客への  
売上高 

 14,320  16,762  3,549 2,648 3,543 40,824 64  40,889  － 40,889

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

 190  0  187 18 143 540 905  1,446  △1,446 －

計  14,511  16,762  3,737 2,666 3,687 41,365 970  42,335  △1,446 40,889

セグメント利益 

 又は損失（△）  705  1,353  △60 17 △34 1,981 34  2,015  △764 1,251



  関連情報 

Ⅰ 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） 

  地域ごとの情報 

  売上高 

（単位：百万円）

（注）１．売上高は顧客の所在地を基本とし、国又は地域に分類しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

   （１）アジア………………アセアン諸国・台湾・韓国 

   （２）北アメリカ…………アメリカ・メキシコ 

   （３）ヨーロッパ…………ドイツ・トルコ 

   （４）南アメリカ…………ブラジル 

  

Ⅱ 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） 

  地域ごとの情報 

  売上高 

（単位：百万円）

（注）１．売上高は顧客の所在地を基本とし、国又は地域に分類しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域 

   （１）アジア………………アセアン諸国・台湾・韓国 

   （２）北アメリカ…………アメリカ・メキシコ 

   （３）ヨーロッパ…………ドイツ・ロシア 

   （４）南アメリカ…………ブラジル 

  

日本 中国 アジア 北アメリカ ヨーロッパ 南アメリカ 合計 

 23,524  5,697  3,513  4,635  2,235  1,824  41,431

日本 中国 アジア 北アメリカ ヨーロッパ 南アメリカ 合計 

 21,569  6,093  4,609  4,412  1,971  2,232  40,889
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