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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第65期

第１四半期連結
累計期間

第66期
第１四半期連結
累計期間

第65期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 14,858,304 16,108,694 58,957,253

経常利益 (千円) 1,268,202 1,532,007 3,794,667

四半期(当期)純利益 (千円) 1,109,159 1,370,782 1,922,158

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 1,576,904 3,598,509 6,740,636

純資産額 (千円) 57,890,660 65,839,346 62,647,673

総資産額 (千円) 70,160,116 78,866,639 74,316,207

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 40.93 50.59 70.93

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 82.5 83.5 84.3

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の

有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）におけるわが国経済は、新政

権による大胆な金融緩和と財政出動等を背景にして、円高修正と株価上昇が進み緩やかな景気回復の動き

が見られましたが、原材料価格の高騰、欧州景気の低迷長期化、中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化

等により、先行き不透明で厳しい状況が続きました。

　このような厳しい状況の中、当社グループの連結業績は、工業品合成樹脂製品分野の受注が、電機電子を中

心に増加したこと、ハウスウエア合成樹脂製品分野が新製品やカラー企画製品を中心に引き続き好調に推

移したこと等により、売上高が増加しました。

　この結果、売上高は161億９百万円（前年同期比108.4％）となりました。

　利益面につきましては、原材料価格の高騰や海外での人件費増等により営業利益が６億97百万円(前年同

期比76.3％)となり、経常利益は前年同期との比較では為替差益や有価証券売却益が増加したこと等により

15億32百万円（前年同期比120.8％）となりました。

　また、四半期純利益は13億71百万円（前年同期比123.6％）となりました。

　
セグメント別の業績は次のとおりであります。

　
（日本）

ハウスウエア合成樹脂製品分野は、フィッツプラスシリーズを始めとする大型収納ケース等の新製品や

カラー企画製品を中心に、売上高が引き続き好調に推移しました。また、工業品合成樹脂製品分野は、好調な

自動車産業からの受注増等により車両を中心に売上高が増加しました。しかし、利益面は、円安進行を背景

とする原材料価格の高騰等により前年同期比減少しました。

　この結果、当セグメントの売上高は、61億20百万円（前年同期比104.9％）となり、セグメント利益（営業

利益）は５億77百万円（前年同期比87.9％）となりました。
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（中国）

中国内のグループ各社は、電機電子関連の受注が前年後半には欧州経済低迷の影響等もあって伸び悩み

ましたが、当第1四半期には再び増加に転じ、個社別にバラつきがあるものの、業績は概ね改善傾向にありま

す。特に、天馬精密注塑(深?)有限公司の業績が引き続き好調に推移しています。

　この結果、当セグメントの売上高は、52億94百万円（前年同期比120.2％）となり、セグメント利益（営業

利益）は２億35百万円（前年同期比116.7％）となりました。

　
（東南アジア）

東南アジア諸国においては、新興国経済減速の影響が出始めており、特にインドネシアのPT. TENMA

INDONESIAについては、電機電子及び家電関連の売上高が急減し、当第１四半期は苦戦を余儀なくされまし

た。

　この結果、当セグメントの売上高は、46億94百万円（前年同期比101.5％）となり、セグメント利益（営業

利益）は１億24百万円（前年同期比41.6％）となりました。

　

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて45億50百万円増加し、788億67

百万円となりました。これは、現金及び預金が15億69百万円、受取手形及び売掛金が10億58百万円、建設仮

勘定の増加等によりその他有形固定資産が８億２百万円、機械装置及び運搬具(純額)が６億26百万円、そ

れぞれ増加したこと等によります。

　
（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて13億59百万円増加し、130億27

百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が７億67百万円、未払費用等の増加によりその他流動

負債が４億96百万円、それぞれ増加したこと等によります。

　
（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて31億92百万円増加し、658億

39百万円となりました。これは、為替換算調整勘定が18億75百万円、利益剰余金が９億64百万円、その他有

価証券評価差額金が３億53百万円、それぞれ増加したこと等によります。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、１億３百万円であります。

　

(5) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、

当第１四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。

　TENMA VIETNAM CO., LTD.のベトナム・ハノイ市ノイバイ工業団地におけるSHOWPLA VIETNAM CO., LTD.
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からの業務移管を目的とした新工場建設については、平成25年２月着手、平成25年10月完工を予定しており

ましたが、業務移管の緊急性が緩和されたため、延期といたしました。

　なお、新たな着手年月及び完工予定年月につきましては、未定であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,153,900

計 77,153,900

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,813,02629,813,026
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式かつ、権利内
容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、
単元株式数は100株でありま
す。

計 29,813,02629,813,026― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年６月30日 ― 29,813,026 ― 19,225,350 ― 18,924,500

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成25年３月31日現在の株主名簿により記載しておりま

す。

　

① 【発行済株式】

平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  2,714,900

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

27,062,000
270,620 同上

単元未満株式
普通株式

36,126
― 同上

発行済株式総数 29,813,026 ― ―

総株主の議決権 ― 270,620 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
      天馬株式会社

東京都北区赤羽
一丁目63番６号

2,714,900 ― 2,714,9009.11

計 ― 2,714,900 ― 2,714,9009.11

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,357,615 26,926,752

受取手形及び売掛金 ※
 12,007,491

※
 13,065,656

商品及び製品 1,867,784 2,170,229

仕掛品 383,231 377,865

原材料及び貯蔵品 2,740,967 2,551,808

繰延税金資産 276,557 247,589

その他 1,952,426 2,277,083

貸倒引当金 △8,749 △9,011

流動資産合計 44,577,322 47,607,970

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,068,541 7,326,530

機械装置及び運搬具（純額） 8,426,977 9,053,272

その他 3,248,207 4,050,374

有形固定資産合計 18,743,725 20,430,177

無形固定資産 2,392,552 2,529,302

投資その他の資産

投資有価証券 7,441,357 7,127,129

繰延税金資産 414,763 415,400

その他 762,944 773,610

貸倒引当金 △16,455 △16,948

投資その他の資産合計 8,602,608 8,299,191

固定資産合計 29,738,884 31,258,669

資産合計 74,316,207 78,866,639

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 6,959,759

※
 7,726,269

未払法人税等 183,082 169,554

賞与引当金 624,004 692,300

その他 ※
 3,115,901

※
 3,611,850

流動負債合計 10,882,746 12,199,973

固定負債

退職給付引当金 74,926 88,809

役員退職慰労引当金 632,069 639,839

資産除去債務 12,384 13,600

繰延税金負債 56,977 66,639

その他 9,432 18,432

固定負債合計 785,787 827,320

負債合計 11,668,534 13,027,293
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,500

利益剰余金 29,124,901 30,089,212

自己株式 △3,496,479 △3,496,845

株主資本合計 63,778,272 64,742,217

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 900,050 1,253,093

為替換算調整勘定 △2,030,853 △156,182

その他の包括利益累計額合計 △1,130,802 1,096,911

少数株主持分 203 218

純資産合計 62,647,673 65,839,346

負債純資産合計 74,316,207 78,866,639
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 14,858,304 16,108,694

売上原価 12,042,997 13,393,721

売上総利益 2,815,308 2,714,973

販売費及び一般管理費 1,901,382 2,017,910

営業利益 913,926 697,063

営業外収益

受取利息 31,722 33,528

受取配当金 114,937 82,714

為替差益 243,473 489,365

有価証券売却益 2,547 214,919

その他 32,277 34,395

営業外収益合計 424,956 854,921

営業外費用

売上割引 19,835 16,846

開業費償却 41,269 －

その他 9,576 3,131

営業外費用合計 70,680 19,977

経常利益 1,268,202 1,532,007

特別利益

固定資産売却益 1,712 833

補助金収入 173,622 －

特別利益合計 175,334 833

特別損失

固定資産除却損 1,827 389

固定資産圧縮損 142,927 －

減損損失 70,400 －

特別損失合計 215,154 389

税金等調整前四半期純利益 1,228,382 1,532,450

法人税等 119,215 161,670

少数株主損益調整前四半期純利益 1,109,166 1,370,781

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △1

四半期純利益 1,109,159 1,370,782
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,109,166 1,370,781

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △579,443 353,042

為替換算調整勘定 1,047,181 1,874,686

その他の包括利益合計 467,738 2,227,729

四半期包括利益 1,576,904 3,598,509

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,576,888 3,598,495

少数株主に係る四半期包括利益 17 15
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

項目
当第１四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１  税金費用の計算   税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年

度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。 

　
(四半期連結貸借対照表関係)

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 117,045千円

支払手形 203,511千円

設備関係支払手形 26,937千円
　

　 111,074千円

　 178,689千円

　 12,688千円
　

　
(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 603,956千円
　

　 693,588千円
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(株主資本等関係)

前第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)

配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 270,985 10平成24年３月31日 平成24年６月29日

　

  (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 406,471 15平成25年３月31日 平成25年６月28日

　

  (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第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：千円)

　 日本 中国 東南アジア 合計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 5,832,3884,403,1394,622,77714,858,304

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

47,924 14,370 ― 62,294

計 5,880,3124,417,5094,622,77714,920,598

セグメント利益 657,057 201,443 297,8201,156,320

　

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)

利益 金額

報告セグメント計 1,156,320

セグメント間取引消去 △1,090

全社費用(注) △241,304

四半期連結損益計算書の営業利益 913,926

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。

　

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

（固定資産に係る重要な減損損失)

全社資産である遊休土地について減損損失70,400千円を計上しております。
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当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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：千円)

　 日本 中国 東南アジア 合計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,120,2995,294,2644,694,13116,108,694

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

39,540 15,533 ― 55,073

計 6,159,8395,309,7974,694,13116,163,767

セグメント利益 577,302 235,004 123,993 936,300

　

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)

利益 金額

報告セグメント計 936,300

セグメント間取引消去 3,289

全社費用(注) △242,526

四半期連結損益計算書の営業利益 697,063

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
  至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 (円) 40円93銭 50円59銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額 (千円) 1,109,159 1,370,782

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 1,109,159 1,370,782

普通株式の期中平均株式数 (株) 27,098,374 27,097,886

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成25年８月９日

天馬株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    園    田    博    之    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    栗    栖    孝    彰    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    原    さ つ き    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている天馬

株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25

年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　
監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、天馬株式会社及び連結子会社の平成25年６月

30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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