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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 266,999 24.6 7,954 37.3 5,767 △6.8 2,579 △1.1

24年3月期第1四半期 214,274 △4.7 5,793 △14.4 6,191 △5.6 2,607 △34.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △8,364百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 3,500百万円 （539.9％）

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1四半期 7.54 ―

24年3月期第1四半期 7.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 917,439 330,508 34.1
24年3月期 959,674 342,340 33.8

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  312,693百万円 24年3月期  324,256百万円

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期(累計) 530,000 14.5 17,500 11.8 17,500 13.9 10,000 18.4 29.25
通期 1,100,000 4.5 45,000 26.2 43,000 11.3 25,000 87.9 73.12



(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 

（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「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「連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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1Q 342,186,307 株 24年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 290,594 株 24年3月期 290,116 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 341,896,022 株 24年3月期1Q 341,898,088 株
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当第１四半期における世界経済は、欧州での債務問題を背景とした海外経済の減速感が広がり、景気

の先行きが依然として不透明な状況で推移いたしました。日本経済においては、東日本大震災からの復

興需要や、エコカー補助金による自動車販売の増加等、景気回復の兆しが見られました。しかしながら

その一方で、円高の定着、エコカー補助金終了後の自動車販売の減少が懸念される中、予断を許さない

状況でありました。 

このような状況の中で、当社グループの平成25年３月期第１四半期の連結業績は、売上高は2,669億

99百万円と前年同期に比べ527億24百万円、率にして24.6％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」におきましては、エコカー補助金による自動車販売の増

加によりステアリングの販売が大幅に増加し、第1四半期の売上高は、前年同期に比べ507億65百万円、

率にして27.9％増収の2,326億35百万円となりました。 

 「工作機械」におきましては、北米での工作機械・電子制御機器等の需要増により、売上高は前年同

期に比べ19億58百万円、率にして6.0％増収の343億64百万円となりました。 

 営業利益につきましては、売上高増加による効果はあったものの、売価水準の低下等により、前年同

期に比べ21億60百万円増益の79億54百万円に留まりました。経常利益につきましては為替差損増加等に

より、前年同期に比べ４億24百万円減益の57億67百万円となりました。また、四半期純利益につきまし

ても前年同期に比べ27百万円減益の25億79百万円となりました。 

  

  

当第１四半期における総資産は有価証券の減少等により、9,174億39百万円と前期末に比べ422億34百

万円の減少となりました。負債につきましても、有利子負債の削減等により、5,869億31百万円と前期

末に比べ304億2百万円減少となりました。また純資産は、前期末に比べ118億32百万円減少の3,305億8

百万円となりました。 

  

  

平成24年４月27日に公表いたしました平成25年３月期第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想に

つきまして、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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(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) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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１四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55百万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

（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等
（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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 55,659 54,653

受取手形及び売掛金 210,771 209,958

有価証券 93,034 63,528

たな卸資産 154,575 149,042

その他 51,095 48,277

貸倒引当金 △859 △831

流動資産合計 564,277 524,629

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 135,768 133,094

その他（純額） 172,521 175,156

有形固定資産合計 308,290 308,250

無形固定資産 7,784 8,054

投資その他の資産 79,322 76,504

固定資産合計 395,396 392,810

資産合計 959,674 917,439

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 208,473 205,182

短期借入金 87,315 56,007

1年内返済予定の長期借入金 25,401 23,258

未払法人税等 5,936 3,705

役員賞与引当金 453 155

製品保証引当金 3,422 3,293

その他 75,330 84,038

流動負債合計 406,333 375,640

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 102,390 103,607

退職給付引当金 58,853 58,195

役員退職慰労引当金 2,913 1,209

環境対策引当金 708 692

負ののれん 1,096 918

その他 5,036 6,667

固定負債合計 211,000 211,290

負債合計 617,333 586,931
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(単位 百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６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 200,802 200,304

自己株式 △383 △383

株主資本合計 354,247 353,749

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,968 8,593

為替換算調整勘定 △40,960 △49,649

その他の包括利益累計額合計 △29,991 △41,055

少数株主持分 18,084 17,814

純資産合計 342,340 330,508

負債純資産合計 959,674 917,439
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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１四半期連結累計期間

(単位 百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年６月30日)

売上高 214,274 266,999

売上原価 182,521 232,174

売上総利益 31,753 34,825

販売費及び一般管理費 25,959 26,870

営業利益 5,793 7,954

営業外収益

受取利息 203 177

受取配当金 431 481

持分法による投資利益 146 156

為替差益 254 －

その他 1,148 1,093

営業外収益合計 2,184 1,908

営業外費用

支払利息 732 759

為替差損 － 1,509

弁護士費用 － 1,132

その他 1,054 694

営業外費用合計 1,786 4,095

経常利益 6,191 5,767

特別利益

固定資産売却益 15 51

負ののれん発生益 32 78

有価証券売却益 － 742

特別利益合計 48 873

特別損失

固定資産除却損 116 260

減損損失 235 18

災害による損失 3,296 －

反ダンピング税過年度精算額 135 249

その他 29 194

特別損失合計 3,814 722

税金等調整前四半期純利益 2,425 5,918

法人税等 △497 2,837

少数株主損益調整前四半期純利益 2,922 3,081

少数株主利益 315 502

四半期純利益 2,607 2,579
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位 百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,922 3,081

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 209 △2,389

為替換算調整勘定 604 △9,254

持分法適用会社に対する持分相当額 △237 197

その他の包括利益合計 577 △11,446

四半期包括利益 3,500 △8,364

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,163 △8,484

少数株主に係る四半期包括利益 336 119
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該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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 百万円)

 
  

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 百万円)

 
  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 181,869 32,405 214,274

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 86 3,315 3,401

計 181,956 35,720 217,676

セグメント利益 3,842 1,961 5,803

利 益 金 額

報告セグメント計 5,803

セグメント間取引消去 △9

四半期連結損益計算書の営業利益 5,793
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 百万円)

 
  

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 百万円)

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

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 232,635 34,364 266,999

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 278 4,558 4,837

計 232,913 38,923 271,836

セグメント利益 5,126 2,808 7,935

利 益 金 額

報告セグメント計 7,935

セグメント間取引消去 19

四半期連結損益計算書の営業利益 7,954

（５）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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