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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 612,455 16.4 24,412 58.9 27,696 126.7 3,425 △29.8
25年3月期第2四半期 526,217 13.7 15,366 △1.8 12,218 △20.5 4,880 △42.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 16,155百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △7,057百万円 （―％）

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 10.02 ―
25年3月期第2四半期 14.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 1,053,098 397,314 35.7
25年3月期 1,026,933 384,243 35.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  375,631百万円 25年3月期  363,684百万円

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00
26年3月期 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 9.00 16.00

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  ：  有   

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 1,200,000 12.4 49,000 68.0 50,000 46.0 14,500 4.6 42.41



(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）  ：  無  

(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
半期財務諸表のレビュー手続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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信 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」をご参照下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） ― 、 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 342,186,307 株 25年3月期 342,186,307 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 295,313 株 25年3月期 292,844 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 341,892,450 株 25年3月期2Q 341,895,668 株
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当第２四半期累計期間における世界経済は、新興国では経済成長の鈍化傾向が見られましたが、米国

経済は緩やかな回復が続き、また、欧州経済においてもプラス成長になるなど、先進諸国の景気は回復

基調にありました。日本経済においては、円高是正が続き、輸出環境の改善が見られました。 

このような状況の中で、当社グループの平成26年３月期第２四半期の連結業績は、売上高は6,124億

55百万円と、前年同期に比べ862億38百万円、率にして16.4％の増収となりました。 

セグメント別に見ますと、「機械器具部品」においては、ステアリングを中心に販売が大幅に増加

し、第２四半期の売上高は、前年同期に比べ835億５百万円、率にして18.4％増収の5,366億96百万円と

なりました。 

「工作機械」におきましては、アジアでの販売増加等により、前年同期に比べ27億32百万円、率にし

て3.7％増収の757億59百万円となりました。 

営業利益につきましては、増収及び円安の効果により、前年同期に比べ90億45百万円増益の244億12

百万円となりました。経常利益につきましては、為替差益の計上等により、前年同期に比べ、154億78

百万円増益の276億96百万円となりましたが、四半期純利益につきましては、独禁法違反に係る罰金を

特別損失に計上したこと等により、前年同期に比べ14億54百万円減益の34億25百万円となりました。 

  

当第２四半期における総資産は有形固定資産の増加等により、１兆530億98百万円と前期末に比べ261

億65百万円の増加となりました。負債につきましては、有利子負債の増加等により、6,557億83百万円

と前期末に比べ130億93百万円の増加となりました。また、純資産につきましては、四半期純利益の計

上及びその他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定の増加等により、前期末に比べ130億71百万円増

加の3,973億14百万円となりました。 

  

平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年７月31日に公表いたしました数値から

変更しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照願います。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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 百万円）

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 56,104 59,989

受取手形及び売掛金 223,484 226,217

有価証券 40,533 34,034

たな卸資産 163,955 166,189

その他 55,646 56,107

貸倒引当金 △842 △1,055

流動資産合計 538,881 541,482

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 160,378 177,920

その他（純額） 225,065 223,820

有形固定資産合計 385,443 401,741

無形固定資産 8,520 8,222

投資その他の資産 94,087 101,652

固定資産合計 488,051 511,616

資産合計 1,026,933 1,053,098

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 206,426 185,336

短期借入金 85,561 86,327

1年内返済予定の長期借入金 41,749 26,110

未払法人税等 4,473 7,263

役員賞与引当金 458 251

製品保証引当金 6,717 4,974

その他 89,066 90,373

流動負債合計 434,452 400,638

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 97,847 143,841

退職給付引当金 59,468 61,408

役員退職慰労引当金 1,553 1,204

環境対策引当金 693 646

負ののれん 524 350

その他 8,150 7,693

固定負債合計 208,237 255,145

負債合計 642,690 655,783
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（単位 百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 209,194 209,779

自己株式 △385 △388

株主資本合計 362,637 363,220

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,650 22,911

為替換算調整勘定 △15,604 △10,501

その他の包括利益累計額合計 1,046 12,410

少数株主持分 20,558 21,683

純資産合計 384,243 397,314

負債純資産合計 1,026,933 1,053,098
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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 百万円）

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 526,217 612,455

売上原価 457,069 526,359

売上総利益 69,147 86,095

販売費及び一般管理費 53,781 61,683

営業利益 15,366 24,412

営業外収益

受取利息 320 340

受取配当金 482 607

持分法による投資利益 611 756

為替差益 － 3,396

その他 2,166 3,033

営業外収益合計 3,581 8,134

営業外費用

支払利息 1,435 1,718

為替差損 2,061 －

その他 3,231 3,131

営業外費用合計 6,728 4,850

経常利益 12,218 27,696

特別利益

固定資産売却益 66 32

負ののれん発生益 78 －

有価証券売却益 742 －

特別利益合計 887 32

特別損失

固定資産除却損 546 1,911

減損損失 85 299

反ダンピング税過年度精算額 477 531

独禁法違反に係る罰金 － 10,981

その他 458 589

特別損失合計 1,568 14,314

税金等調整前四半期純利益 11,537 13,414

法人税等 5,643 8,918

少数株主損益調整前四半期純利益 5,893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071

四半期純利益 4,880 3,425
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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 百万円)

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 5,893 4,496

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,181 6,263

為替換算調整勘定 △9,828 4,525

持分法適用会社に対する持分相当額 58 869

その他の包括利益合計 △12,951 11,658

四半期包括利益 △7,057 16,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,627 14,790

少数株主に係る四半期包括利益 570 1,365
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 該当事項はありません。 

  

 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の金額に関する情報 

(単位 百万円)

 
  

2  報告セグメントの利益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 百万円)

 
  

  

（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）

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 453,190 73,026 526,217

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 272 13,093 13,365

計 453,463 86,119 539,582

セグメント利益 8,865 6,460 15,325

利 益 金 額

報告セグメント計 15,325

セグメント間取引消去 40

四半期連結損益計算書の営業利益 15,366
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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の金額に関する情報 

(単位 百万円)

 
  

2  報告セグメントの利益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 百万円)

 
  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 536,696 75,759 612,455

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 216 9,177 9,394

計 536,912 84,937 621,849

セグメント利益 22,840 1,851 24,691

利 益 金 額

報告セグメント計 24,691

セグメント間取引消去 △279

四半期連結損益計算書の営業利益 24,412
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