
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

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
24年３月期第３四半期 14,799 21.6 948 132.1 954 132.3 599 223.0

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,000百万円( 91.8％) 24年３月期第３四半期 521百万円( ― ％)

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３四半期 11.41 ―
24年３月期第３四半期 9.12 ―

（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３四半期 23,997 12,936 46.2
24年３月期 23,121 12,306 45.6

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 11,091百万円 24年３月期 10,547百万円

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 ― 1.00 ― 2.00 3.00
25年３月期 ― 2.00 ―

25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) 25年３月期第２四半期末配当金の内訳 記念配当 1円00銭 普通配当 1円00銭

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）

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 20,000 △4.7 1,650 2.0 1,580 △3.5 920 △1.4 14.02

(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

  (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

(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、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」
(３)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。

（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３Ｑ 65,781,228株 24年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 162,975株 24年３月期 159,570株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 65,620,359株 24年３月期３Ｑ 65,684,128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「連結業績予想に関する定性的情報」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、世界景気の減速等により製造業を中心に企業収益

が減少し、設備投資が抑制されるなど厳しい状況で推移しました。今後におきましては、為替の影響等

により輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に景気回復が期待されますが、海外景気の下振れに

より、わが国の景気が下押しされる懸念もあります。 

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8,968億円となり、前年同累計期間に比較して9.9％減となりまし

た。内需は、2,779億円（前年同累計期間比13.4％減）、外需は6,189億円（前年同累計期間比8.2％

減）となり、外需比率69.0％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15,016百万円となり、前年同累

計期間に比べ、1.5％増となりました。利益につきましては、営業利益1,278百万円（前年同累計期間比

34.8％増）、経常利益1,251百万円（前年同累計期間比31.1％増）、四半期純利益749百万円（前年同累

計期間比25.0％増）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875百万円増加し、23,997百万円となりました。この増加は、受取手形及び売掛金1,423百万円の減

少もありましたが、主に現金及び預金、有価証券、たな卸資産がそれぞれ1,450百万円、500百万円、

323百万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、245百万円増加し、11,060百万円となりました。この増加

は、支払手形及び買掛金746百万円、賞与引当金145百万円の減少もありましたが、長期借入金が1,270

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630百万円増加し、12,936百万円となりました。この増加は主に

利益剰余金が486百万円増加したことによるものです。 

  

当社グループにおきましては、当第３四半期の実績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直しを行っ

た結果、平成24年10月30日付「平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表

いたしました業績予想を変更いたしました。なお、業績予想に関する詳細は、本日発表しました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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。 

  

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。 

  

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。 

なお、これによる当第３四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

に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

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

（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）

株式会社滝澤鉄工所(6121)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,457,953 4,908,771

受取手形及び売掛金 7,251,993 5,828,763

有価証券 100,000 600,342

商品及び製品 914,879 1,133,535

仕掛品 3,738,164 3,615,252

原材料及び貯蔵品 1,122,109 1,349,942

その他 742,515 766,349

貸倒引当金 △113,489 △201,773

流動資産合計 17,214,127 18,001,183

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,558,571 2,651,338

その他（純額） 2,936,505 2,910,254

有形固定資産合計 5,495,077 5,561,592

無形固定資産 12,349 10,572

投資その他の資産   

その他 423,982 448,166

貸倒引当金 △23,980 △24,216

投資その他の資産合計 400,001 423,949

固定資産合計 5,907,428 5,996,114

資産合計 23,121,555 23,997,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,435,946 4,689,677

短期借入金 1,243,241 1,271,788

未払法人税等 293,109 283,893

賞与引当金 183,240 38,217

役員賞与引当金 16,000 －

製品保証引当金 112,015 88,116

その他 1,464,637 1,363,343

流動負債合計 8,748,190 7,735,037

固定負債   

長期借入金 1,101,603 2,372,308

退職給付引当金 667,117 655,928

資産除去債務 27,828 28,079

その他 270,119 269,195

固定負債合計 2,066,668 3,325,511

負債合計 10,814,858 11,060,548
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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３四半期連結会計期間 
(平成24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 1,568,523 1,568,470

利益剰余金 7,406,261 7,892,823

自己株式 △28,534 △28,829

株主資本合計 11,265,274 11,751,488

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,256 39,519

為替換算調整勘定 △758,026 △699,356

その他の包括利益累計額合計 △717,769 △659,836

少数株主持分 1,759,192 1,845,096

純資産合計 12,306,696 12,936,749

負債純資産合計 23,121,555 23,997,298
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 14,799,167 15,016,187

売上原価 10,933,749 10,546,016

売上総利益 3,865,418 4,470,170

販売費及び一般管理費 2,916,908 3,191,982

営業利益 948,510 1,278,187

営業外収益   

受取利息 6,735 5,744

受取配当金 4,011 4,347

仕入割引 27,881 26,563

その他 25,693 42,826

営業外収益合計 64,322 79,482

営業外費用   

支払利息 23,653 31,911

為替差損 6,626 36,375

租税公課 17,613 28,539

その他 9,939 8,892

営業外費用合計 57,833 105,719

経常利益 954,998 1,251,950

特別損失   

固定資産売却損 21,048 －

投資有価証券評価損 30,302 －

関係会社株式売却損 134,879 －

特別損失合計 186,230 －

税金等調整前四半期純利益 768,768 1,251,950

法人税等 65,183 360,589

少数株主損益調整前四半期純利益 703,584 891,361

少数株主利益 104,368 142,316

四半期純利益 599,215 749,045
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 703,584 891,361

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40,811 △736

為替換算調整勘定 △222,634 109,919

その他の包括利益合計 △181,822 109,182

四半期包括利益 521,761 1,000,544

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 563,950 806,978

少数株主に係る四半期包括利益 △42,189 193,565
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当第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） 

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24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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