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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 4,484 2.4 251 △13.3 203 △15.4 132 △40.0

24年３月期第２四半期 4,380 8.6 290 ― 239 ― 220 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △6百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 50百万円( ―％)

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

25年３月期第２四半期 4 43 ―

24年３月期第２四半期 7 38 ―

（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 ％

25年３月期第２四半期 13,888 5,610 40.4

24年３月期 13,724 5,706 41.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 5,610百万円 24年３月期 5,706百万円

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

24年３月期 ― 0 00 ― 3 00 3 00

25年３月期 ― 0 00

25年３月期(予想) ― 3 00 3 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 9,000 △1.1 500 △17.8 510 △11.2 360 △43.0 12 06



（注）詳細は、四半期決算短信[添付資料]３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧くだ

さい。

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが

困難な場合」に該当しております。詳細は、四半期決算短信[添付資料]３ページ「会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

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。

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。

※ 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期２Ｑ 29,929,996株 24年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 91,055株 24年３月期 89,469株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 29,840,169株 24年３月期２Ｑ 29,843,350株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、国内需要を背景とした緩やかな回復基調にありま
したが、欧州危機の長期化、中国経済の成長鈍化等、世界経済に減速感が強まる中、円高が長期化して
いることもあり、引き続き先行き不透明な状況となっております。
当社グループにおきましては、国内向け販売は微減となりましたが、海外向け販売は北米向けを中心

に堅調に推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比2.4％増の4,484百万円となりま
した。このうち、国内向けは前年同四半期比2.4％減の2,782百万円、海外向けは前年同四半期比11.3％
増の1,702百万円であります。連結売上高に占める輸出の割合は38.0％となり、前年同四半期から3.1ポ
イント上昇いたしました。
製品別では、焼肌チップが前年同期比9.0％減の813百万円、切削工具が前年同期比7.0％増の2,904百

万円、耐摩耗工具が前年同期比0.4％減の762百万円となりました。
収益面では、高騰している原材料価格等の影響により収益性は前年同四半期に比べ悪化しており、当

第２四半期連結累計期間の経営成績は、営業利益が前年同四半期比13.3％減の251百万円、経常利益が
前年同四半期比15.4％減の203百万円、四半期純利益が前年同四半期比40.0％減の132百万円となりまし
た。

(資産)
資産は前連結会計年度末に比べ163百万円増加し13,888百万円となりました。このうち流動資産は158

百万円の増加、固定資産は5百万円の増加であります。
流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が62百万円、たな卸資産が256百万円増加したことに対

し、受取手形及び売掛金が142百万円減少したことであります。
固定資産のうち、有形固定資産は183百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上に

よる減少267百万円、設備投資の実施による増加451百万円であります。投資その他の資産は195百万円
減少しました。変動の主な要因は、投資有価証券の評価額が株価の下落を受け196百万円減少したこと
であります。
(負債)
負債は前連結会計年度末に比べ260百万円増加し、8,277百万円となりました。このうち流動負債は

135百万円の減少、固定負債は395百万円の増加でありました。
流動負債の変動の主な要因は短期借入金が112百万円減少したことであります。
固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が445百万円増加したことに対し、長期繰延税金負債が67

百万円減少したことであります。
(純資産)
純資産は前連結会計年度末に比べ96百万円減少し5,610百万円となりました。株主資本は、配当の実

施や四半期純利益が132百万円であったこと等により5,578百万円となりました。また、株式の時価評価
等により、その他の包括利益累計額は138百万円減少し31百万円となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
営業活動により獲得した資金は182百万円でありました。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半

期純利益197百万円、減価償却費269百万円、売上債権の減少136百万円であり、資金流出の主な要因
は、棚卸資産の増加268百万円、仕入債務の減少86百万円、法人税等の支払額56百万円であります。
投資活動により流出した資金は346百万円でありました。主な要因は、設備投資321百万円でありま

す。
財務活動により獲得した資金は227百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出1,916百

万円に対し、借入による収入が2,250百万円であったことであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、62百万

円増加し1,382百万円となりました。

現時点では平成24年10月29日に公表しました業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整の

うえ、法定実効税率を用いて税金費用を計算しております。

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ1,720千円増加しております。

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

（税金費用の計算）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,453,526 1,515,701

受取手形及び売掛金 2,675,340 2,532,601

商品及び製品 1,545,031 1,784,004

仕掛品 924,484 959,100

原材料及び貯蔵品 1,014,507 997,218

未収入金 5,520 5,068

繰延税金資産 241,228 216,508

その他 126,667 138,899

貸倒引当金 △12,586 △16,499

流動資産合計 7,973,718 8,132,605

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,084,161 1,063,837

機械装置及び運搬具（純額） 1,508,715 1,643,708

土地 1,060,610 1,060,610

リース資産（純額） 267,033 296,282

その他（純額） 73,858 113,572

有形固定資産合計 3,994,380 4,178,011

無形固定資産 28,993 45,600

投資その他の資産

投資有価証券 1,099,719 903,598

長期貸付金 1,139 773

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 69,149 68,151

保険積立金 258,266 265,230

その他 28,843 24,215

貸倒引当金 △29,949 △29,940

投資その他の資産合計 1,727,168 1,532,029

固定資産合計 5,750,541 5,755,640

資産合計 13,724,260 13,888,245
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,461,797 1,371,010

短期借入金 1,870,070 1,757,858

未払法人税等 52,770 35,656

賞与引当金 216,717 219,231

役員賞与引当金 15,000 10,000

未払費用 59,420 64,417

その他 327,922 409,831

流動負債合計 4,003,697 3,868,004

固定負債

長期借入金 1,981,587 2,427,243

リース債務 239,674 259,749

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 387,888 386,511

退職給付引当金 1,262,160 1,261,706

繰延税金負債 124,134 56,210

固定負債合計 4,013,804 4,409,780

負債合計 8,017,502 8,277,785

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,396 1,703,396

利益剰余金 754,866 797,501

自己株式 △21,143 △21,381

株主資本合計 5,536,313 5,578,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 223,603 100,974

為替換算調整勘定 △53,159 △69,224

その他の包括利益累計額合計 170,444 31,749

純資産合計 5,706,758 5,610,459

負債純資産合計 13,724,260 13,888,245
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

売上高 4,380,680 4,484,252

売上原価 3,026,856 3,116,433

売上総利益 1,353,824 1,367,818

販売費及び一般管理費 1,063,277 1,115,972

営業利益 290,547 251,846

営業外収益

受取利息 766 490

受取配当金 15,634 12,900

助成金収入 11,067 72

その他 6,145 11,212

営業外収益合計 33,613 24,675

営業外費用

支払利息 41,749 35,235

為替差損 36,109 27,370

その他 6,315 10,830

営業外費用合計 84,175 73,436

経常利益 239,985 203,085

特別利益

固定資産売却益 468 818

特別利益合計 468 818

特別損失

固定資産除却損 7,287 35

投資有価証券評価損 368 6,493

特別損失合計 7,656 6,528

税金等調整前四半期純利益 232,798 197,374

法人税、住民税及び事業税 12,639 41,333

法人税等調整額 － 23,885

法人税等合計 12,639 65,218

少数株主損益調整前四半期純利益 220,158 132,155

四半期純利益 220,158 132,155
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 220,158 132,155

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △150,335 △122,628

為替換算調整勘定 △19,563 △16,065

その他の包括利益合計 △169,898 △138,694

四半期包括利益 50,259 △6,538

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,259 △6,538

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

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 232,798 197,374

減価償却費 237,268 269,699

投資有価証券評価損益（△は益） 368 6,493

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,245 3,903

受取利息及び受取配当金 △16,400 △13,390

支払利息 41,749 35,235

為替差損益（△は益） 3,012 308

固定資産売却損益（△は益） △468 △818

固定資産除却損 7,287 35

売上債権の増減額（△は増加） 39,096 136,278

たな卸資産の増減額（△は増加） △311,128 △268,899

仕入債務の増減額（△は減少） 155,543 △86,826

その他 △54,705 △19,766

小計 336,667 259,627

利息及び配当金の受取額 14,620 12,112

利息の支払額 △43,005 △36,172

法人税等の還付額 2,508 3,325

法人税等の支払額 △22,897 △56,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,894 182,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △227,284 △321,862

有形固定資産の売却による収入 1,205 850

無形固定資産の取得による支出 △3,130 △18,850

投資有価証券の取得による支出 △876 △926

貸付金の回収による収入 577 381

その他 △8,019 △6,464

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,527 △346,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,000,000 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △3,400,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 950,000 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △748,025 △716,556

自己株式の取得による支出 △3 △237

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,581 △17,539

配当金の支払額 △21 △88,484

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,630 227,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,306 △945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △170,570 62,175

現金及び現金同等物の期首残高 1,704,181 1,320,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,533,611 1,382,701
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当第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）

該当事項はありません。

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）及び当第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）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるもので

あり、報告セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略

しております。

当第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）

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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① 生産実績

(注) １ 金額は販売価格で表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

製品区

前第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日

当第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

前連結会計年度
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 906,827 19.9 841,249 18.0 1,801,140 19.3

切削工具 2,911,770 64.1 3,103,401 66.5 6,069,411 64.9

耐摩耗工具 725,997 16.0 725,033 15.5 1,476,395 15.8

その他 318 0.0 371 0.0 2,785 0.0

合計 4,544,912 100.0 4,670,054 100.0 9,349,731 100.0

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日

当第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

前連結会計年度
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 870,927 77,431 820,988 70,458 1,734,425 62,800

切削工具 2,758,300 636,952 2,802,514 502,503 5,777,039 604,212

耐摩耗工具 763,720 180,691 742,436 179,742 1,564,755 199,656

その他 6,928 3,823 4,244 3,380 18,289 3,485

合計 4,399,875 898,897 4,370,182 756,083 9,094,508 870,153

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日

当第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

前連結会計年度
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 894,140 20.4 813,330 18.1 1,772,269 19.5

切削工具 2,713,621 61.9 2,904,223 64.8 5,765,100 63.3

耐摩耗工具 765,652 17.5 762,350 17.0 1,547,722 17.0

その他 7,267 0.2 4,349 0.1 18,966 0.2

合計 4,380,680 100.0 4,484,252 100.0 9,104,057 100.0
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