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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 1,588 △13.1 81 △49.3 133 △26.0 80 △24.8
25年3月期第2四半期 1,827 △0.3 160 1,024.7 179 979.1 107 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 131百万円 （133.1％） 25年3月期第2四半期 56百万円 （―％）

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 20.12 ―
25年3月期第2四半期 26.76 ―

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 7,010 6,053 86.4 1,513.79
25年3月期 6,891 5,982 86.8 1,495.90
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  6,053百万円 25年3月期  5,982百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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 3,580 △5.1 90 △53.1 140 △50.1 90 △47.0 22.51



(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  

(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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） Sakurai(Thailand) 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 4,000,000 株 25年3月期 4,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 934 株 25年3月期 934 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,999,066 株 25年3月期2Q 3,999,066 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、経済政策や金融緩和政策に対する期待感から円高の修正、株

価の上昇が進み、輸出関連企業など一部に景気回復への兆しが見られたものの、依然として海外景気の下振れ懸念

があり不透明感を残す状況となっています。  

  このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,588百万円と前年同期に比較して238百万円(前

年同期比13.1%減）の減少となりました。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が二輪部品等の減少により974

百万円、工作機械製造事業が汎用工作機械（ターレックス）等の減少により613百万円となりました。 

 利益面につきましては、営業利益は、比較的利益率の高い汎用工作機械の売上減少が主な要因となり81百万円

（前年同期比49.3%減）となりました。経常利益は、為替差益の増加があったものの売上減が主な要因となり133百

万円（前年同期比26.0%減）となりました。その結果、四半期純利益は80百万円(前年同期比24.8%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における総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比

べ119百万円増加し、7,010百万円となりました。   

  負債につきましては、前受金等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ47百万円増加し、956百万円

となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ71百万円

増加し、6,053百万円となりました。   

   

（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年度３月期の業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

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 

 当第２四半期連結累計期間において、Sakurai(Thailand) 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。   

   

   

 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

(株)桜井製作所（7255）平成26年３月期　第２四半期決算短信

-2-



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 644,915 1,049,562

受取手形及び売掛金 731,502 381,150

電子記録債権 7,800 10,170

有価証券 1,700,000 1,450,000

製品 38,217 33,848

仕掛品 385,462 562,400

原材料及び貯蔵品 46,585 79,328

繰延税金資産 5,701 34,108

その他 31,796 46,626

貸倒引当金 △562 △307

流動資産合計 3,591,419 3,646,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 631,237 630,166

機械装置及び運搬具（純額） 809,660 801,540

土地 638,912 638,912

その他（純額） 36,303 71,767

有形固定資産合計 2,116,114 2,142,387

無形固定資産 13,384 15,983

投資その他の資産 1,170,491 1,205,222

固定資産合計 3,299,991 3,363,593

資産合計 6,891,410 7,010,481
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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   

買掛金 178,591 155,562

未払法人税等 26,222 74,648

賞与引当金 － 58,200

役員賞与引当金 5,800 3,480

その他 212,372 181,230

流動負債合計 422,986 473,121

固定負債   

退職給付引当金 209,018 181,209

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 55,557 60,129

その他 203,464 224,078

固定負債合計 486,221 483,598

負債合計 909,207 956,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,721,730 5,742,208

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,947,223 5,967,700

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 191,501 210,188

為替換算調整勘定 △156,523 △124,128

その他の包括利益累計額合計 34,978 86,060

純資産合計 5,982,202 6,053,761

負債純資産合計 6,891,410 7,010,481
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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 1,827,206 1,588,673

売上原価 1,423,213 1,244,931

売上総利益 403,992 343,741

販売費及び一般管理費 243,857 262,532

営業利益 160,134 81,209

営業外収益   

受取利息 2,888 2,121

受取配当金 4,204 4,872

受取賃貸料 24,322 26,185

為替差益 － 22,645

助成金収入 5,744 －

雑収入 6,536 4,508

営業外収益合計 43,696 60,334

営業外費用   

支払利息 233 344

賃貸収入原価 8,012 7,635

為替差損 13,758 －

雑損失 2,033 551

営業外費用合計 24,037 8,531

経常利益 179,793 133,011

特別利益   

固定資産売却益 － 2,539

特別利益合計 － 2,539

特別損失   

固定資産廃棄損 256 1,715

投資有価証券評価損 1,131 368

特別損失合計 1,388 2,083

税金等調整前四半期純利益 178,404 133,467

法人税、住民税及び事業税 77,600 71,596

法人税等調整額 △6,219 △18,592

法人税等合計 71,380 53,003

少数株主損益調整前四半期純利益 107,024 80,463

四半期純利益 107,024 80,463

(株)桜井製作所（7255）平成26年３月期　第２四半期決算短信

-5-



（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 107,024 80,463

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,285 18,686

為替換算調整勘定 9,698 32,394

その他の包括利益合計 △50,586 51,081

四半期包括利益 56,437 131,544

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,437 131,544
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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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 ２．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。 

  

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）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 ２．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。 

   

   

（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 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,000,120  827,086  1,827,206  －  1,827,206

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,950  3,832  6,782  △6,782 －

計  1,003,071  830,918  1,833,989  △6,782  1,827,206

セグメント利益  67,434  92,700  160,134  －  160,134

（単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  974,902  613,770  1,588,673  －  1,588,673

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,388  12,139  14,527  △14,527 －

計  977,290  625,910  1,603,200  △14,527  1,588,673

セグメント利益  67,780  13,428  81,209  －  81,209

(株)桜井製作所（7255）平成26年３月期　第２四半期決算短信

-7-


	2Qサマリー.pdf
	2Q短信後ろ.pdf

