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(百万円未満切捨て)

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）

（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 1,022 △36.4 △72 ― △71 ― △74 ―

24年３月期第１四半期 1,609 84.2 △128 ― △128 ― △694 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △75百万円( ― ％) 24年３月期第１四半期 △693百万円( ― ％)

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１四半期 △8. 00 ―

24年３月期第１四半期 △74. 83 ―

（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１四半期 5,863 2,280 38.9

24年３月期 6,291 2,356 37.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,280百万円 24年３月期 2,356百万円

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 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0. 00 ― 0. 00 0. 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)

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) 2,750 △16.3 45 ― 40 ― 35 ― 3. 77

通期 5,600 △10.6 110 ― 100 ― 90 ― 9. 70



  

 

 

 
  

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。 

  

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。 

※ 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 ： 無

（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

（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１Ｑ 9,350,000株 24年３月期 9,350,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 74,001株 24年３月期 74,001株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 9,275,999株 24年３月期１Ｑ 9,277,323株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間の金型事業の状況につきましては、主要顧客である国内自動車メーカー各社の

生産体制の復旧に伴い、新車開発需要は増加傾向にあり、新興国市場向けを中心に引合いは活発化していま

す。当第１四半期連結累計期間の受注は、販売価格は底這い状態にあるものの、前年同期比44.7％増加しま

した。産業機器事業の受注は、高機能樹脂を中心とする押出機・金型関連の設備投資需要は増加傾向にある

ものの、価格競争が厳しく、前年同期比1.2％減少しました。 

連結の売上高は前第２四半期末に結城工場の操業を停止した影響等により、前年同期比36.4％減少し、

1,022百万円となりました。 

内訳は、金型事業が自動車関連を中心に前年同期比39.2％減少し、産業機器事業は押出機関連設備を中心

に前年同期比29.3％減少しました。営業損益は、売上高が減少したことにより、72百万円の損失（前年同期

は営業損失128百万円）となりました。経常損益につきましても71百万円の損失（前年同期は経常損失128百

万円）となりました。四半期純損益は74百万円の損失（前年同期は純損失694百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ427百万円減少し、5,863百万円となりま

した。主な内訳は、流動資産が受取手形及び売掛金が減少したことなどにより393百万円減少し、固定資産

は減価償却等で34百万円減少したことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ351百万円減少し、3,583百万円となりました。主な内訳は、流動負

債が312百万円減少し、固定負債は借入金の返済等で39百万円減少したことによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ75百万円減少し、2,280百万円となりました。主な内訳は、四半期純損

失の計上により利益剰余金が74百万円減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は38.9％（前

年37.5％）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、当社の関連する自動車メーカー各社を始めとする主要顧客の設備投資需要

は増加傾向にあり、第２四半期以降の業績回復を見込んでいます。 

従いまして、平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成24年５月15

日公表の当初の計画通り達成できるものと予測しています。 

  
  

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い
ます。 
これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

２．サマリー情報(その他)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：千円)

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 516,456 458,950

受取手形及び売掛金 2,148,030 1,766,533

仕掛品 303,063 513,352

原材料及び貯蔵品 27,146 27,740

繰延税金資産 19,686 19,844

その他 256,607 91,079

貸倒引当金 △4,000 △4,000

流動資産合計 3,266,990 2,873,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 635,872 627,305

機械装置及び運搬具（純額） 647,966 621,305

土地 1,529,436 1,529,436

建設仮勘定 2,401 7,642

その他（純額） 20,949 19,149

有形固定資産合計 2,836,626 2,804,840

無形固定資産   

ソフトウエア 63,999 58,100

その他 4,691 4,667

無形固定資産合計 68,691 62,768

投資その他の資産   

繰延税金資産 8 6

その他 140,233 143,787

貸倒引当金 △21,214 △21,214

投資その他の資産合計 119,027 122,578

固定資産合計 3,024,345 2,990,187

資産合計 6,291,336 5,863,687
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,497,715 1,365,540

短期借入金 1,720,466 1,610,000

未払法人税等 10,804 4,129

賞与引当金 55,900 82,123

設備関係支払手形 6,272 20,204

設備関係未払金 79,702 6,381

その他 232,231 202,176

流動負債合計 3,603,092 3,290,555

固定負債   

長期借入金 130,000 95,000

長期未払金 44,210 44,210

リース債務 126,606 121,312

繰延税金負債 28,484 29,856

退職給付引当金 2,630 2,098

固定負債合計 331,930 292,477

負債合計 3,935,023 3,583,032

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 △73,856 △148,088

自己株式 △17,379 △17,379

株主資本合計 2,352,914 2,278,682

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,399 1,972

その他の包括利益累計額合計 3,399 1,972

純資産合計 2,356,313 2,280,655

負債純資産合計 6,291,336 5,863,687
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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：千円)

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 1,609,039 1,022,653

売上原価 1,577,054 940,675

売上総利益 31,985 81,978

販売費及び一般管理費 160,518 154,086

営業損失（△） △128,533 △72,108

営業外収益   

受取利息 33 44

受取配当金 711 419

仕入割引 868 583

助成金収入 3,137 5,208

その他 863 －

営業外収益合計 5,614 6,255

営業外費用   

支払利息 4,763 4,880

売上割引 52 72

その他 397 268

営業外費用合計 5,213 5,222

経常損失（△） △128,132 △71,075

特別損失   

減損損失 460,808 －

投資有価証券評価損 － 90

特別損失合計 460,808 90

税金等調整前四半期純損失（△） △588,941 △71,165

法人税、住民税及び事業税 1,688 1,060

法人税等調整額 103,566 2,006

法人税等合計 105,254 3,066

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △694,195 △74,231

四半期純損失（△） △694,195 △74,231
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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：千円)

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損失（△） △694,195 △74,231

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 822 △1,426

その他の包括利益合計 822 △1,426

四半期包括利益 △693,372 △75,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △693,372 △75,658
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該当事項はありません。 

  

  

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 

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) 

 
(注) ※１ セグメント損失の調整額4,800千円は、セグメント間取引消去であります。 

  
２  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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,163,834 445,205 1,609,039 ― 1,609,039

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,163,834 445,205 1,609,039 ― 1,609,039

セグメント損失(△) △95,279 △33,253 △128,533 ― △128,533

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
※１

合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 707,745 314,907 1,022,653 ― 1,022,653

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 707,745 314,907 1,022,653 ― 1,022,653

セグメント損失(△) △64,908 △11,999 △76,908 4,800 △72,108
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       該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）受注の状況

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

金型 1,103,816 44.7 1,389,386 30.2

産業機器 459,408 △1.2 1,014,756 △11.9

合計 1,563,225 27.3 2,404,142 8.4
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