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(百万円未満切捨て)

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）

（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 10,971 △1.7 142 △72.2 506 △25.1 340 △23.2
25年３月期第２四半期 11,171 21.7 513 － 677 495.6 443 1.2

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,146百万円( 145.4％) 25年３月期第２四半期 467百万円( 9.5％)

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 23.40 －
25年３月期第２四半期 30.51 －

（２）連結財政状態

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 22,487 14,743 63.6
25年３月期 21,503 13,658 61.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 14,317百万円 25年３月期 13,229百万円

２．配当の状況

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 － 4.00 － 4.00 8.00

26年３月期 － 4.00

26年３月期(予想) － 4.00 8.00

(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）

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 22,070 2.8 300 △50.5 810 △22.5 480 △29.7 32.99
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

  

    

    

    

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 15,400,000株 25年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 850,938株 25年３月期 850,863株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 14,549,124株 25年３月期２Ｑ 14,549,198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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期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
 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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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の打ち出した金融緩和政策や財政政策の成功

による円高の修正などにより、緩やかな回復傾向で推移いたしました。一時の株価上昇局面は一服しま

したが、東京五輪開催決定など景気回復への明るい話題もあり、力強さを取り戻しつつあります。世界

経済におきましては、比較的好調な米国経済に対し欧州は債務問題に悩まされるなど、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、エコカー補助金終了により販売量が減少した時

期がありましたが、回復傾向にあった景気を反映して低迷期からは脱したものと思われます。また、海

外におきましては、北米を中心に販売量が拡大し比較的堅調に推移いたしました。産業機械部品につき

ましては、ロボットを中心に需要回復に向けた動きが見られました。 

この様な環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は109億71百万円（前年同期比1.7%減少）、

営業利益は１億42百万円（前年同期比72.2%減少）、経常利益は５億６百万円（前年同期比25.1%減

少）、四半期純利益は３億40百万円（前年同期比23.2%減少）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、国内自動車販売量が微減となり、産業機械部品が回復の兆しを見せ

ましたが、原材料価格やエネルギーコストの上昇も影響した結果、当社グループでは、売上高は106

億38百万円（前年同期比2.1%減少）、セグメント利益（営業利益）は５億89百万円（前年同期比

38.3%減少）となりました。 

当セグメントにおきましては、一部得意先向け製品の販売が伸びましたが、為替が影響した結果、

当社グループでは、売上高は３億33百万円（前年同期比12.0%増加）、セグメント損失（営業損失）

は８百万円（前年同期はセグメント利益８百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間の総資産は224億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億84百万円

増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が増加しましたが現金及び預金の減少などにより

流動資産が34百万円減少したこと、またその他（建設仮勘定など）が減少しましたが機械装置及び運搬

具及びその他（関係会社株式など）の増加などにより固定資産が10億18百万円増加したことによるもの

であります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ１億１百万円減少し、77億43百万円となりました。主な要因

は、その他（設備関係未払金など）が減少しましたが支払手形及び買掛金の増加などにより流動負債が

56百万円増加し、長期借入金の減少などにより固定負債が１億57百万円減少したことによるものであり

ます。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ10億85百万円増加し、147億43百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加などによるものであります。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、業況等を勘案し、平成25年５月10日発表の業績予想

を修正しております。詳しくは、本日（平成25年11月12日）発表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①  可鍛事業

②  金属家具事業

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：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 2,670,827 2,417,835

受取手形及び売掛金 3,810,146 4,027,070

電子記録債権 344,594 326,693

有価証券 482,774 482,889

商品及び製品 633,686 676,123

仕掛品 368,591 380,897

原材料及び貯蔵品 478,630 478,212

その他 485,090 449,938

流動資産合計 9,274,341 9,239,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,808,764 2,047,857

機械装置及び運搬具（純額） 3,385,990 5,299,407

工具、器具及び備品（純額） 319,510 358,963

その他（純額） 3,283,365 1,544,771

有形固定資産合計 8,797,631 9,251,000

無形固定資産   

その他 55,069 50,679

無形固定資産合計 55,069 50,679

投資その他の資産   

その他 3,438,006 4,010,044

貸倒引当金 △61,897 △64,206

投資その他の資産合計 3,376,108 3,945,837

固定資産合計 12,228,809 13,247,516

資産合計 21,503,150 22,487,179
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（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 3,360,603 3,709,915

短期借入金 96,530 112,420

1年内返済予定の長期借入金 204,990 282,230

未払法人税等 296,577 126,320

賞与引当金 242,900 260,738

その他 1,170,742 936,834

流動負債合計 5,372,343 5,428,458

固定負債   

長期借入金 1,692,980 1,510,890

退職給付引当金 64,545 67,533

役員退職慰労引当金 171,870 144,833

環境対策引当金 38,383 40,259

その他 504,653 551,550

固定負債合計 2,472,433 2,315,066

負債合計 7,844,777 7,743,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,391 574,392

利益剰余金 11,044,284 11,326,672

自己株式 △282,591 △282,616

株主資本合計 12,372,084 12,654,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 531,096 640,200

為替換算調整勘定 326,574 1,022,873

その他の包括利益累計額合計 857,670 1,663,073

少数株主持分 428,618 426,133

純資産合計 13,658,373 14,743,654

負債純資産合計 21,503,150 22,487,179
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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：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 11,171,332 10,971,987

売上原価 9,713,089 9,817,698

売上総利益 1,458,243 1,154,289

販売費及び一般管理費 944,590 1,011,819

営業利益 513,653 142,469

営業外収益   

受取利息 737 986

受取配当金 13,515 17,694

持分法による投資利益 131,279 127,343

為替差益 － 191,173

その他 56,312 53,532

営業外収益合計 201,844 390,730

営業外費用   

支払利息 5,481 24,470

為替差損 24,404 －

その他 8,545 2,204

営業外費用合計 38,431 26,674

経常利益 677,066 506,525

特別利益   

固定資産売却益 － 138

特別利益合計 － 138

特別損失   

固定資産売却損 － 40

固定資産除却損 11,583 2,448

特別損失合計 11,583 2,489

税金等調整前四半期純利益 665,482 504,175

法人税、住民税及び事業税 218,244 129,042

法人税等調整額 △3,242 34,324

法人税等合計 215,001 163,367

少数株主損益調整前四半期純利益 450,480 340,808

少数株主利益 6,541 223

四半期純利益 443,939 340,584
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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：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 450,480 340,808

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △124,410 109,470

為替換算調整勘定 97,042 446,908

持分法適用会社に対する持分相当額 44,041 249,390

その他の包括利益合計 16,673 805,769

四半期包括利益 467,154 1,146,577

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 461,065 1,145,987

少数株主に係る四半期包括利益 6,089 590
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 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) 

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 セグメント利益の調整額△452,139千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、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) 

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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△439,433千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ 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：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２可鍛事業 金属家具事業

売上高

  外部顧客への売上高 10,874,183 297,149 11,171,332 ― 11,171,332

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,874,183 297,149 11,171,332 ― 11,171,332

セグメント利益 957,345 8,447 965,793 △452,139 513,653

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２可鍛事業 金属家具事業

売上高

  外部顧客への売上高 10,638,941 333,046 10,971,987 ─ 10,971,987

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 10,638,941 333,046 10,971,987 ─ 10,971,987

セグメント利益又は損失(△) 589,986 △8,082 581,903 △439,433 142,469
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