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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 6,886 25.8 406 30.4 435 24.9 263 29.7
24年3月期第1四半期 5,473 △9.1 311 15.2 348 27.0 203 49.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 237百万円 （19.3％） 24年3月期第1四半期 199百万円 （80.9％）

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 16.75 ―

24年3月期第1四半期 12.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 22,442 8,884 39.6 563.62
24年3月期 22,764 8,789 38.6 557.54

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,884百万円 24年3月期  8,789百万円

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  

平成25年３月期の配当金額は未定であります。 

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 ― 9.00 9.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 13,700 7.2 810 △25.2 830 △25.5 500 △21.5 31.72
通期 26,500 △6.5 1,450 △22.8 1,480 △22.8 890 △7.9 56.46



(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  ：  有  

(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、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。 

※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

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） 25年3月期1Q 15,786,910 株 24年3月期 15,786,910 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 22,898 株 24年3月期 22,828 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,764,035 株 24年3月期1Q 15,765,316 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、震災復興関連需要等による回復が見られるものの、

欧州債務危機や円高の長期化等により、依然として不透明な状況にあります。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、自動車部品部門は国内のエコカー補助金の復活等

により好調に推移しました。一方、建設機械部品部門は、国内の震災復興需要が続いたものの、海外では

中国の金融引締めや部品の海外調達化拡大の影響等により、ほぼ前年並みの売上げで推移しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は68億８千６百万円（前年同四半期比25.8%増）となり

ました。部門別では、自動車部品は46億５千６百万円（前年同四半期比45.8%増）、建設機械部品は19億

１百万円（前年同四半期比0.1%減）、農業機械部品は１億８千４百万円（前年同四半期比6.1%増）、その

他部品は１億４千４百万円（前年同四半期比28.2%減）となりました。 

 損益面におきましては、営業利益は４億６百万円（前年同四半期比30.4％増）、経常利益は４億３千５

百万円（前年同四半期比24.9％増）、四半期純利益は２億６千３百万円（前年同四半期比29.7％増）とな

りました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億２千

２百万円減少し、224億４千２百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ６百万円減少し、135億１千２百万円となり、また

固定資産は有形固定資産が２億６千８百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ３億１千６百

万円減少し、89億３千万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、未払法人税等が４億２百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に

比べ３億９千２百万円減少し、130億５千３百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ２千５

百万円減少し、５億３百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益２億６千３百万円計上による増加、剰余金の配当による１億４千１百万円の減

少等により、前連結会計年度末に比べ９千５百万円増加し、88億８千４百万円となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました数値から変更は

ございません。 

  

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。 

  

  

  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引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ています。 

  

  

  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：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 474,673 633,033

受取手形及び売掛金 5,606,879 5,117,919

電子記録債権 133,676 897,994

製品 331,156 330,268

仕掛品 1,029,271 1,244,120

原材料及び貯蔵品 1,134,826 1,191,397

未収入金 4,598,305 3,856,688

その他 209,824 241,043

流動資産合計 13,518,614 13,512,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,462,751 2,431,060

機械装置及び運搬具（純額） 3,838,833 3,612,200

その他（純額） 2,422,285 2,412,426

有形固定資産合計 8,723,870 8,455,687

無形固定資産 69,120 64,634

投資その他の資産   

投資有価証券 290,524 251,043

その他 168,463 164,585

貸倒引当金 △5,880 △5,880

投資その他の資産合計 453,108 409,749

固定資産合計 9,246,098 8,930,072

資産合計 22,764,713 22,442,539

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,037,804 7,925,454

短期借入金 3,600,000 3,600,000

未払法人税等 573,953 171,846

賞与引当金 294,457 152,962

役員賞与引当金 11,000 4,250

その他 928,751 1,199,404

流動負債合計 13,445,966 13,053,918

固定負債   

退職給付引当金 244,896 241,166

役員退職慰労引当金 73,500 68,617

資産除去債務 47,263 47,302

その他 164,051 146,642

固定負債合計 529,711 503,728

負債合計 13,975,678 13,557,646
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 4,917,335 5,039,429

自己株式 △6,949 △6,976

株主資本合計 8,694,936 8,817,002

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 94,099 67,890

その他の包括利益累計額合計 94,099 67,890

純資産合計 8,789,035 8,884,893

負債純資産合計 22,764,713 22,442,539
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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 5,473,043 6,886,634

売上原価 4,862,997 6,161,076

売上総利益 610,045 725,557

販売費及び一般管理費 298,354 319,204

営業利益 311,691 406,353

営業外収益   

受取利息 96 43

受取配当金 3,322 3,359

受取ロイヤリティー 4,025 5,699

助成金収入 20,052 －

受取保険金 － 16,529

その他 16,975 9,699

営業外収益合計 44,472 35,332

営業外費用   

支払利息 6,273 4,404

その他 1,139 1,545

営業外費用合計 7,412 5,950

経常利益 348,750 435,735

税金等調整前四半期純利益 348,750 435,735

法人税等 145,226 171,764

少数株主損益調整前四半期純利益 203,524 263,970

四半期純利益 203,524 263,970
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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利益 203,524 263,970

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,156 △26,209

その他の包括利益合計 △4,156 △26,209

四半期包括利益 199,367 237,761

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 199,367 237,761

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 
  
 該当事項はありません。 

  

  
Ⅰ 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） 

  
  当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当

社の一部部品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しています。 
  

  
Ⅱ 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） 
  

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当

社の一部部品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しています。 

  

   
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） 
  
 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

（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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