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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） 

 

(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3四半期 926,168 19.0 41,255 118.5 45,764 130.8 13,526 104.2
25年3月期第3四半期 778,079 11.5 18,883 △4.8 19,829 1.0 6,623 25.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 42,200百万円 （130.4％） 25年3月期第3四半期 18,319百万円 （―％）

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3四半期 39.56 ―
25年3月期第3四半期 19.37 ―

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 1,116,522 420,896 35.6
25年3月期 1,026,933 384,243 35.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 397,638百万円 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 1,240,000 16.2 57,000 95.5 61,000 78.2 19,000 37.1 55.57



(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
②①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3Q 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3Q 297,293 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3Q 341,891,727 株 25年3月期3Q 341,895,300 株
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当第３四半期累計期間における世界経済は、欧州での長期景気低迷に底打ちの傾向が見られ、米国で

の消費も堅調に拡大するなど先進諸国の景気は回復基調にありましたが、新興国では先行きが不透明な

状況にあります。日本経済においては、金融緩和政策や各種経済政策による円高是正と株価上昇が進

み、緩やかな回復が見られました。 

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３四半期の連結業績は、売上高は9,261億

68百万円と、前年同期に比べ1,480億89百万円、率にして19.0％の増収となりました。 

セグメンント別にみますと、「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３四半期の売上高は、前年同期に比べ、1,441億79百万円、率にして21.6％増収の8,130億41百万

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39億９百万円、率にし

て3.6％増収の1,131億26百万円となりました。  

営業利益につきましては、増収及び円安の効果等により、前年同期に比べ223億71百万円増益の412億

55百万円となりました。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259億35

百万円増益の457億64百万円となりました。また、四半期純利益につきましては、前年同期に比べ69億

２百万円増益の135億26百万円となりました。 

  

当第３四半期における総資産は有形固定資産の増加等により、１兆1,165億22百万円と前期末に比べ

895億89百万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、6,956億25百万

円と前期末に比べ529億35百万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366億53百万円

増加の4,208億96百万円となりました。 

  

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10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 56,104 68,621 

受取手形及び売掛金 223,484 230,474 

有価証券 40,533 56,034 

たな卸資産 163,955 179,322 

その他 55,646 54,446 

貸倒引当金 △842 △1,147 

流動資産合計 538,881 587,752 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 160,378 195,291 

その他（純額） 225,065 220,176 

有形固定資産合計 385,443 415,468 

無形固定資産 8,520 8,657 

投資その他の資産 94,087 104,644 

固定資産合計 488,051 528,769 

資産合計 1,026,933 1,116,522 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 206,426 207,945 

短期借入金 85,561 86,939 

1年内返済予定の長期借入金 41,749 26,050 

未払法人税等 4,473 7,624 

役員賞与引当金 458 343 

製品保証引当金 6,717 5,386 

その他 89,066 95,162 

流動負債合計 434,452 429,453 

固定負債   

社債 40,000 40,000 

長期借入金 97,847 153,318 

退職給付引当金 59,468 62,810 

役員退職慰労引当金 1,553 1,313 

環境対策引当金 693 661 

負ののれん 524 270 

その他 8,150 7,798 

固定負債合計 208,237 266,172 

負債合計 642,690 695,625 
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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 45,591 45,591 

資本剰余金 108,237 108,237 

利益剰余金 209,194 217,486 

自己株式 △385 △391 

株主資本合計 362,637 370,924 

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 25,057 

為替換算調整勘定 △15,604 1,655 

その他の包括利益累計額合計 1,046 26,713 

少数株主持分 20,558 23,258 

純資産合計 384,243 420,896 

負債純資産合計 1,026,933 1,116,522 
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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 百万円)

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 778,079 926,168 

売上原価 677,929 792,764 

売上総利益 100,149 133,404 

販売費及び一般管理費 81,265 92,149 

営業利益 18,883 41,255 

営業外収益   

受取利息 528 486 

受取配当金 810 1,002 

持分法による投資利益 861 1,100 

為替差益 1,554 4,303 

その他 2,934 4,035 

営業外収益合計 6,690 10,928 

営業外費用   

支払利息 2,103 2,587 

その他 3,641 3,831 

営業外費用合計 5,744 6,418 

経常利益 19,829 45,764 

特別利益   

固定資産売却益 93 56 

負ののれん発生益 78 － 

有価証券売却益 912 － 

特別利益合計 1,084 56 

特別損失   

固定資産除却損 869 2,198 

減損損失 187 303 

製品保証引当金繰入額 2,331 908 

反ダンピング税過年度精算額 743 883 

独禁法違反に係る罰金 － 10,980 

その他 431 240 

特別損失合計 4,563 15,514 

税金等調整前四半期純利益 16,350 30,307 

法人税等 8,392 14,950 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,958 15,356 

少数株主利益 1,334 1,830 

四半期純利益 6,623 13,526 
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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 百万円)

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 7,958 15,356 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,027 8,430 

為替換算調整勘定 9,191 17,448 

持分法適用会社に対する持分相当額 141 964 

その他の包括利益合計 10,360 26,843 

四半期包括利益 18,319 42,200 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,407 39,193 

少数株主に係る四半期包括利益 1,912 3,006 
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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の金額に関する情報 

  

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) 

  

  

（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）

      (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 668,861 109,217 778,079

(２) セグメント間の内部売上高又は振替高 401 21,839 22,241

計 669,263 131,057 800,320

セグメント利益 9,826 9,320 19,146
 

  (単位 百万円)

利 益 金 額

報告セグメント計 19,146

セグメント間取引消去 △263

四半期連結損益計算書の営業利益 18,883
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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) 

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 

  

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 813,041 113,126 926,168

(２) セグメント間の内部売上高又は振替高 327 12,960 13,287

計 813,369 126,087 939,456

セグメント利益 37,137 4,289 41,426
 

  (単位 百万円)

利 益 金 額

報告セグメント計 41,426

セグメント間取引消去 △171

四半期連結損益計算書の営業利益 41,255
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