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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 15,567 3.7 802 △37.2 843 △32.6 347 △53.7
25年３月期第３四半期 15,016 1.5 1,278 34.8 1,251 31.1 749 25.0

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 1,161百万円( 16.1％) 25年３月期第３四半期 1,000百万円( 91.8％)

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３四半期 5.29 -
25年３月期第３四半期 11.41 -

（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３四半期 27,455 14,400 43.4
25年３月期 24,791 13,616 46.3

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 11,921百万円  25年３月期 11,488百万円

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 - 2.00 - 2.00 4.00
26年３月期 - 2.00 -

26年３月期(予想) 2.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 26年３月期第２四半期末配当金の内訳  普通配当 1円00銭  東証一部上
場記念配当

1円00銭

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 21,600 2.7 1,380 △10.9 1,300 △13.5 600 △29.1 9.14

(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

（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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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３Ｑ 65,781,228株 25年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 170,517株 25年３月期 164,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 65,614,262株 25年３月期３Ｑ 65,620,359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、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が実施中です。

※ 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」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出企業を中心に企業収益が改善し、景気が緩や

かに回復してまいりました。また、個人消費は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要により増加し、設

備投資も持ち直してまいりました。今後におきましては、各種政策効果の下支えにより個人所得や設備

投資の増加による景気の回復基調が期待されますが、国内においては消費税増税による需要の反動減、

海外においては新興国の景気の下振れがわが国の景気を下押しする懸念もあります。 

このような状況のなか、国内工作機械業界におきましては、（社）日本工作機械工業会の当第３四半

期連結累計期間における受注総額は8,740億円となり、前年同累計期間に比較して2.5％減となりまし

た。内需は、3,158億円（前年同累計期間比13.6％増）、外需5,581億円（前年同累計期間比9.8％減）

となり、外需比率63.9％となっております。 

当社グループにおきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は、アジアにおいて需要が減少し

ましたが、アメリカが好調に推移したため15,567百万円となり、前年同累計期間に比べ、3.7％増とな

りました。利益につきましては、諸経費等の削減に努めてまいりましたが、円安による仕入価格の上昇

により、営業利益802百万円（前年同累計期間比37.2％減）、経常利益843百万円（前年同累計期間比

32.6％減）、四半期純利益347百万円（前年同累計期間比53.7％減）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は2,663百万円増加し、27,455百万円となりました。この増加は、受取手形及び売掛金、たな卸資

産、有形固定資産がそれぞれ666百万円、1,553百万円、404百万円増加したことによるものでありま

す。  

また、負債は前連結会計年度末に比べ、1,880百万円増加し、13,055百万円となりました。この増加

は主に支払手形及び買掛金が1,777百万円増加したことによるものであります。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ、783百万円増加し、14,400百万円となりました。この増加は主

に為替換算調整勘定、少数株主持分がそれぞれ356百万円、350百万円増加したことによるものでありま

す。 

平成26年３月期の連結業績予想つきましては、平成25年10月30日付「平成26年３月期第２四半期決算

短信〔日本基準〕(連結)」にて発表いたしました連結業績予想に変更はございません。 

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

（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。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、一部の連結子

会社においては、原則的な方法によっております。 

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,507,887 4,428,859

受取手形及び売掛金 6,735,234 7,401,238

有価証券 800,137 400,000

商品及び製品 1,064,970 1,137,315

仕掛品 3,701,703 4,662,672

原材料及び貯蔵品 1,153,735 1,674,226

その他 728,369 1,215,535

貸倒引当金 △173,437 △185,427

流動資産合計 18,518,599 20,734,418

固定資産

有形固定資産

土地 2,800,642 3,100,789

その他（純額） 3,024,576 3,128,458

有形固定資産合計 5,825,218 6,229,247

無形固定資産 11,084 11,018

投資その他の資産

その他 460,623 514,425

貸倒引当金 △24,216 △33,846

投資その他の資産合計 436,407 480,578

固定資産合計 6,272,709 6,720,844

資産合計 24,791,309 27,455,263

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,362,289 6,139,906

短期借入金 1,252,612 1,598,957

未払法人税等 370,306 118,334

賞与引当金 152,669 43,711

役員賞与引当金 17,000 －

製品保証引当金 111,579 174,099

その他 1,460,619 1,467,187

流動負債合計 7,727,077 9,542,197

固定負債

長期借入金 2,472,663 2,489,984

退職給付引当金 670,371 688,599

資産除去債務 28,162 28,415

その他 276,621 306,058

固定負債合計 3,447,818 3,513,057

負債合計 11,174,896 13,055,255
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,470 1,568,470

利益剰余金 7,989,669 8,074,384

自己株式 △28,984 △29,957

株主資本合計 11,848,179 11,931,921

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54,867 47,947

為替換算調整勘定 △415,016 △58,442

その他の包括利益累計額合計 △360,148 △10,495

少数株主持分 2,128,383 2,478,582

純資産合計 13,616,413 14,400,008

負債純資産合計 24,791,309 27,455,263
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 15,016,187 15,567,110

売上原価 10,546,016 11,433,628

売上総利益 4,470,170 4,133,482

販売費及び一般管理費 3,191,982 3,330,755

営業利益 1,278,187 802,727

営業外収益   

受取利息 5,744 10,945

受取配当金 4,347 5,844

仕入割引 26,563 142

為替差益 － 67,723

その他 42,826 28,252

営業外収益合計 79,482 112,909

営業外費用   

支払利息 31,911 39,225

為替差損 36,375 －

租税公課 28,539 24,348

その他 8,892 8,477

営業外費用合計 105,719 72,052

経常利益 1,251,950 843,584

税金等調整前四半期純利益 1,251,950 843,584

法人税等 360,589 283,305

少数株主損益調整前四半期純利益 891,361 560,278

少数株主利益 142,316 213,102

四半期純利益 749,045 347,176
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四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 891,361 560,278

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △736 △6,920

為替換算調整勘定 109,919 608,347

その他の包括利益合計 109,182 601,427

四半期包括利益 1,000,544 1,161,705

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 806,978 696,829

少数株主に係る四半期包括利益 193,565 464,876
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当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

 該当事項はありません。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日) 

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）
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