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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 10,649 15.9 560 57.6 578 62.7 429 106.0
25年3月期第2四半期 9,189 19.4 355 448.1 355 398.4 208 896.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 620百万円 （292.8％） 25年3月期第2四半期 157百万円 （―％）

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 77.04 ―
25年3月期第2四半期 37.30 ―

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 11,918 5,259 43.0 922.87
25年3月期 10,560 4,705 43.6 825.29
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  5,119百万円 25年3月期  4,607百万円

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 ― 0.00 ― 9.00 9.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 12.00 12.00

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 19,000 6.8 600 11.2 750 19.3 550 42.1 98.94



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P.3「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」をご覧下さい。 

(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予想数値は、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、多分に不確定な要因を含んでおります。実際の実績等は業況
の変化等により異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料2ページを参照して下さい。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） Tomita India pvt, Ltd. 、 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 6,158,000 株 25年3月期 6,158,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 610,166 株 25年3月期 574,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,569,760 株 25年3月期2Q 5,583,282 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におけるわが国経済は、円高修正による輸出増加傾向や政府の緊急経済対策によって

着実に景気の回復が進みました。 

  わが国の工作機械業界は、当第２四半期連結累計期間において、内需は前年同期比２．２％増加したものの外需

は前年同期比１６．６％減少し、受注額合計は前年同期比１０．８％減少となりました。 

  こうした環境下ではありますが、工作機械を主力取扱商品とする当社グループにつきましては、海外部門では北

米やアジアを中心に受注が好調、国内部門でも受注が好調で、前年同期比受注・売上とも増加しました。  

 上記の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は１０６億４千９百万円（前年同期比１５．９％増）、営業利

益は５億６千万円（同５７．６％増）、経常利益は５億７千８百万円（同６２．７％増）、四半期純利益は４億２

千９百万円（同１０６．０％増）となりました。  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

日本 

工作機械の需要が増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は６４億７千３百万円（前年同期比１６．２％

増）となりましたが、営業利益は１億４千万円（同４．９％減）となりました。 

北米 

自動車メーカー関係向けの受注・売上が増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は１８億３千６百万円

（前年同期比１９．４％増）となり、営業利益は１億４千７百万円（同１８８．９％増）となりました。 

欧州 

自動車メーカー向けの受注・売上が回復し、当第２四半期連結累計期間の売上高は２億８百万円（前年同期比

３４．４％増）となり、営業利益は１百万円（同６０．２％増）となりました。 

アジア 

自動車及び２輪車メーカー向けの受注・売上が増加し、当第２四半期連結累計期間の売上高は２１億３千万円

（前年同期比１０．５％増）となり、営業利益は１億８千６百万円（同４７．７％増）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２四半期連結会計期間末における総資産は１１９億１千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１３億５

千８百万円増加しました。これは主として受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は６６億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億４百万円

増加しました。これは主としてその他に含まれる前受金の増加によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は５２億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億５千４

百万円増加しました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比

べ３億７千８百万円減少し、２４億１千４百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、５億６千８百万円の支出（前年同期は２億１百万円の支出）となりまし

た。これは主として売上債権の増加によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億３百万円の収入（前年同期は１億６百万円の収入）となりました。

これは主として投資有価証券の売却による収入によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の収入（前年同期は８千８百万円の支出）となりました。これ

は主として長期借入金の借入によるものです。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、引き続き米国経済は底堅く推移すると予想され、わが国経済も引き続き回復して

いくと期待されますが、一方で欧州の債務・金融問題による景気低迷継続、中国の成長鈍化など、景気の懸念材料

もあります。当社グループは引き続き、国内においては地域密着型営業の徹底、ユーザーの技術部門等への提案営

業及び新規設備投資が活発な業界へのアプローチ強化を行い、海外においてもメキシコを含めた北米やインドを含

めたアジアを中心として投資の継続による収益機会獲得の増加等、売上増加へのあらゆる努力と経費削減を継続的

に行い収益改善に努めてまいります。 

 平成２６年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成２５年１１月１２日に発表しました業績予想の修正

に関するお知らせをご覧ください。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第２四半期連結累計期間において、Tomita India pvt. Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めており

ます。   

     

（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。 

   

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：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 2,798,428 2,419,478

受取手形及び売掛金 3,648,147 4,512,871

商品 387,414 829,014

その他 602,347 975,279

流動資産合計 7,436,338 8,736,643

固定資産   

有形固定資産 1,121,688 1,119,878

無形固定資産   

その他 43,535 43,993

無形固定資産合計 43,535 43,993

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 1,150,230 1,208,515

貸倒引当金 △21,490 △20,290

投資その他の資産合計 1,958,815 2,018,300

固定資産合計 3,124,039 3,182,172

資産合計 10,560,377 11,918,816

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,960,875 3,944,129

短期借入金 305,860 295,406

未払法人税等 111,922 161,870

賞与引当金 43,650 83,650

役員賞与引当金 23,000 －

その他 576,355 1,255,941

流動負債合計 5,021,664 5,740,997

固定負債   

長期借入金 － 91,690

退職給付引当金 1,342 1,666

役員退職慰労引当金 261,114 228,744

その他 570,739 596,167

固定負債合計 833,196 918,268

負債合計 5,854,860 6,659,266
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,546,523 3,925,380

自己株式 △116,156 △131,463

株主資本合計 4,108,167 4,471,717

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 253,097 311,053

繰延ヘッジ損益 △21,999 －

土地再評価差額金 393,071 393,071

為替換算調整勘定 △124,505 △55,903

その他の包括利益累計額合計 499,664 648,222

少数株主持分 97,685 139,610

純資産合計 4,705,516 5,259,550

負債純資産合計 10,560,377 11,918,816
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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 9,189,980 10,649,471

売上原価 7,938,815 9,040,583

売上総利益 1,251,164 1,608,888

販売費及び一般管理費 895,337 1,047,948

営業利益 355,826 560,939

営業外収益   

受取利息 980 1,242

受取配当金 7,205 7,440

受取賃貸料 34,164 38,463

その他 22,582 17,544

営業外収益合計 64,933 64,692

営業外費用   

支払利息 2,837 3,050

不動産賃貸費用 13,688 13,108

為替差損 34,824 17,644

債権売却損 7,170 4,129

その他 6,498 8,976

営業外費用合計 65,020 46,907

経常利益 355,739 578,724

特別利益   

固定資産売却益 519 1,181

投資有価証券売却益 － 65,118

特別利益合計 519 66,299

特別損失   

固定資産除却損 － 991

投資有価証券評価損 3,039 －

特別損失合計 3,039 991

税金等調整前四半期純利益 353,219 644,032

法人税、住民税及び事業税 95,269 200,811

法人税等調整額 24,900 △15,713

法人税等合計 120,170 185,097

少数株主損益調整前四半期純利益 233,049 458,934

少数株主利益 24,774 29,827

四半期純利益 208,275 429,106
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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 233,049 458,934

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77,705 57,955

繰延ヘッジ損益 － 21,999

為替換算調整勘定 2,650 81,681

その他の包括利益合計 △75,054 161,637

四半期包括利益 157,994 620,571

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 132,489 577,664

少数株主に係る四半期包括利益 25,504 42,906
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 353,219 644,032

減価償却費 17,663 20,716

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,833 △34,244

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,898 40,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000 △23,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,500 △1,200

受取利息及び受取配当金 △8,186 △8,683

支払利息 2,837 3,050

為替差損益（△は益） 2,327 △1,661

投資有価証券売却損益（△は益） － △65,118

投資有価証券評価損益（△は益） 3,039 －

固定資産除売却損益（△は益） △519 △190

売上債権の増減額（△は増加） 716,903 △753,826

たな卸資産の増減額（△は増加） 287,537 △405,366

仕入債務の増減額（△は減少） △1,324,068 △132,262

前渡金の増減額（△は増加） △925 △253,765

前受金の増減額（△は減少） △98,920 639,027

未収消費税等の増減額（△は増加） 18,611 △47,580

その他 △9,424 △40,889

小計 △99,470 △420,820

利息及び配当金の受取額 8,186 8,683

利息の支払額 △2,818 △3,135

法人税等の支払額 △107,701 △153,074

営業活動によるキャッシュ・フロー △201,804 △568,347

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,648 △11,666

有形固定資産の売却による収入 542 2,052

投資有価証券の取得による支出 △5,703 △5,461

投資有価証券の売却による収入 － 89,094

貸付けによる支出 － △3,000

貸付金の回収による収入 830 960

その他 16,855 31,835

投資活動によるキャッシュ・フロー 106,875 103,815

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,630 △32,559

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △36,666 △44,996

自己株式の取得による支出 － △15,306

配当金の支払額 △27,916 △50,249

少数株主への配当金の支払額 △819 △981

その他 △2,599 △2,599

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,630 3,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,115 82,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179,443 △378,950

現金及び現金同等物の期首残高 2,374,100 2,793,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,194,656 2,414,478

(2013/11/13 10:00:09)
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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  

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  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）

（セグメント情報等）

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 5,568,858  1,538,247  154,750  1,928,124  9,189,980

セグメント間の売

上高又は振替高 
 1,197,609  1,249  8,276  10,512  1,217,648

計  6,766,467  1,539,496  163,027  1,938,637  10,407,628

セグメント利益  147,609  50,896  1,232  126,032  325,772

利益 金額 

報告セグメント計  325,772

セグメント間取引消去  30,054

四半期連結損益計算書の営業利益  355,826

(2013/11/13 10:00:09)
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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  

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。   

  報告セグメント  
合計  

  日本 北米 欧州 アジア 

売上高        

外部顧客への売上

高 
 6,473,660  1,836,864  208,004  2,130,941  10,649,471

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,845,886  2,625  1,491  9,871  1,859,874

計  8,319,547  1,839,489  209,496  2,140,813  12,509,346

セグメント利益  140,386  147,039  1,975  186,092  475,494

利益 金額 

報告セグメント計  475,494

セグメント間取引消去  85,445

四半期連結損益計算書の営業利益  560,939

(2013/11/13 10:00:09)
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