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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） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 13,389 15.6 437 241.0 476 202.1 288 336.8
24年3月期第3四半期 11,583 19.5 128 △14.9 157 △18.2 65 △47.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 298百万円 （411.0％） 24年3月期第3四半期 58百万円 （361.6％）

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 51.58 ―
24年3月期第3四半期 11.81 ―

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

25年3月期第3四半期 9,758 4,390 44.0 769.88
24年3月期 10,732 4,121 37.8 726.37
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,298百万円 24年3月期  4,055百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 7.50 7.50

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）

（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 17,200 2.6 360 58.0 420 48.8 210 63.5 37.61



(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  
新規 1社 （社名）Vietnam Tomita Co.,Ltd. 、除外 －社 （社名） 
（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 

（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 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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手続を実施中です。 

※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。実際の業績等は業況
の変化等により、異なる結果となる可能性があります。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 6,158,000 株 24年3月期 6,158,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 574,718 株 24年3月期 574,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,583,282 株 24年3月期3Q 5,583,355 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要による下支えがあったものの、

混迷が続く欧州経済の影響等により低迷基調が続き、先行き不透明な状況で推移しました。 

 わが国の工作機械業界は、当第３四半期連結累計期間において、対前年同期比内需は１３．４％減少、外需は

８．２％減少、全体では８．９％の減少となりました。 

 こうした環境下、工作機械を主力商品とする当社グループは、国内部門では、売上が減少したものの、海外部門

では北米及びアジア地域向け輸出が好調で、受注・売上とも前年同期比増加しました。また、経費削減努力を継続

し、国内海外部門とも前年同期に比べて増益となりました。 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は１３３億８千９百万円（前年同期比１５．６％増）、営業利

益は４億３千７百万円（同２４１．０％増）、経常利益は４億７千６百万円（同２０２．１％増）、四半期純利益

は２億８千８百万円（同３３６．８％増）となりました。 

  

セグメントごとの業績は次の通りであります。  

日本 

 工作機械の受注が減少し、当第３四半期連結累計期間の売上高は８３億４千２百万円（前年同期比１．２％減）

となりました。営業利益は、経費削減に努め、円高の影響等により増加し、２億１百万円（同１６７．５％増）と

なりました。 

北米 

 自動車メーカー関係向けの受注が増加し、当第３四半期連結累計期間の売上高は１９億９千５百万円（前年同期

比７５．３％増）となりました。 営業利益は、６千５百万円（同４４３．７％増）となりました。 

欧州 

 自動車メーカー向けの受注が減少し、当第３四半期連結累計期間の売上高は２億３千８百万円（前年同期比２．

２％増）となりました。営業利益は、経費削減に努め、２百万円（前年同期は１３百万円の営業損失）となりまし

た。 

アジア 

 自動車・２輪車メーカー向けの受注が増加し、当第３四半期連結累計期間の売上高は２８億１千３百万円（前年

同期比５９．４％増）となりました。営業利益は、１億３千９百万円（同１９０．４％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は９７億５千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億７千４

百万円減少しました。これは主として受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は５３億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１２億４千３

百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は４３億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ２億６千９百万

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。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２４年１１月１３日に発表いたしました連結業績予想から修正はありません。   

   

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 

 当社は、Vietnam Tomita Co.,Ltd. を平成２４年７月に設立し、連結子会社といたしました。 

   

（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 

（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） 

 減価償却の変更  

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響額は、軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 2,479,100 2,568,352

受取手形及び売掛金 4,358,197 3,361,860

商品 674,585 404,530

その他 273,941 464,062

流動資産合計 7,785,824 6,798,806

固定資産   

有形固定資産 1,139,575 1,126,378

無形固定資産   

その他 29,479 35,246

無形固定資産合計 29,479 35,246

投資その他の資産   

投資土地 830,074 830,074

その他 990,821 990,265

貸倒引当金 △43,040 △22,440

投資その他の資産合計 1,777,856 1,797,900

固定資産合計 2,946,911 2,959,526

資産合計 10,732,735 9,758,332

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,833,574 3,881,466

短期借入金 304,579 284,773

未払法人税等 96,512 20,375

賞与引当金 79,098 21,918

役員賞与引当金 22,000 －

その他 437,490 377,110

流動負債合計 5,773,254 4,585,644

固定負債   

長期借入金 61,114 6,115

役員退職慰労引当金 245,446 260,842

その他 531,567 514,952

固定負債合計 838,127 781,910

負債合計 6,611,382 5,367,554
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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 397,500 397,500

資本剰余金 280,300 280,300

利益剰余金 3,187,401 3,447,494

自己株式 △116,156 △116,156

株主資本合計 3,749,044 4,009,137

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,788 150,988

繰延ヘッジ損益 － △12,516

土地再評価差額金 393,071 393,071

為替換算調整勘定 △233,362 △242,230

その他の包括利益累計額合計 306,498 289,313

少数株主持分 65,810 92,326

純資産合計 4,121,353 4,390,778

負債純資産合計 10,732,735 9,758,332

- 5 -



（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 11,583,896 13,389,810

売上原価 10,112,232 11,603,573

売上総利益 1,471,664 1,786,236

販売費及び一般管理費 1,343,385 1,348,816

営業利益 128,278 437,420

営業外収益   

受取利息 1,174 1,096

受取配当金 10,995 12,394

受取賃貸料 53,501 51,143

その他 17,498 42,412

営業外収益合計 83,170 107,046

営業外費用   

支払利息 5,141 4,141

不動産賃貸費用 19,740 21,346

債権売却損 10,276 12,481

為替差損 10,906 －

その他 7,513 29,562

営業外費用合計 53,577 67,531

経常利益 157,871 476,934

特別利益   

投資有価証券売却益 4,019 －

固定資産売却益 709 516

その他 － 8

特別利益合計 4,729 525

特別損失   

投資有価証券売却損 500 －

投資有価証券評価損 － 728

特別損失合計 500 728

税金等調整前四半期純利益 162,100 476,731

法人税、住民税及び事業税 59,212 120,542

法人税等調整額 27,193 42,499

法人税等合計 86,405 163,041

少数株主損益調整前四半期純利益 75,695 313,690

少数株主利益 9,753 25,680

四半期純利益 65,941 288,009
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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 75,695 313,690

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,775 4,199

繰延ヘッジ損益 － △12,516

土地再評価差額金 49,116 －

為替換算調整勘定 △31,686 △7,213

その他の包括利益合計 △17,345 △15,530

四半期包括利益 58,349 298,160

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 55,487 270,824

少数株主に係る四半期包括利益 2,862 27,335
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 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）  

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。 

  

（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

（５）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 
 8,447,649  1,138,023  233,046  1,765,177  11,583,896

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,111,648  2,582  1,611  5,515  1,121,356

計  9,559,297  1,140,606  234,657  1,770,692  12,705,253

セグメント利益又は

損失（△） 
 75,296  12,112  △13,742  47,880  121,546

損益 金額 

報告セグメント計  121,546

セグメント間取引消去  6,731

四半期連結損益計算書の営業利益  128,278
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Ⅱ 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）  

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 
 8,342,895  1,995,172  238,211  2,813,532  13,389,810

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,686,496  2,233  21,583  10,171  1,720,484

計  10,029,391  1,997,405  259,794  2,823,703  15,110,295

セグメント利益  201,412  65,852  2,289  139,055  408,610

利益 金額 

報告セグメント計  408,610

セグメント間取引消去  28,809

四半期連結損益計算書の営業利益  437,420
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