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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63期 

第２四半期 

連結累計期間 

第64期 

第２四半期 

連結累計期間 

第63期 

会計期間 
自平成25年４月１日

至平成25年９月30日

自平成26年４月１日 

至平成26年９月30日 

自平成25年４月１日

至平成26年３月31日

売上高 （千円） 22,236,048 20,865,973 47,129,390

経常利益 （千円） 776,990 818,168 1,658,265

四半期（当期）純利益 （千円） 502,428 452,807 840,891

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 894,816 233,873 1,488,206

純資産額 （千円） 19,058,068 19,789,465 19,194,579

総資産額 （千円） 56,720,925 57,018,950 58,352,066

１株当たり四半期（当期）純利益 

金額 
（円） 48.02 43.68 80.86

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円） － － －

自己資本比率 （％） 33.3 34.3 32.5

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 1,072,864 4,285,692 959,043

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △160,622 △265,191 △480,572

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 886,054 △3,292,955 2,387,270

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 
（千円） 7,322,088 9,194,036 8,548,264

 

回次 

第63期 

第２四半期 

連結会計期間 

第64期 

第２四半期 

連結会計期間 

会計期間 
自平成25年７月１日

至平成25年９月30日

自平成26年７月１日 

至平成26年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 40.75 63.40 

 （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。 

３. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

４．１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定において、平田機工社員持株会信託が所有する当社株式を自己

株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。 

２【事業の内容】 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】 

１【事業等のリスク】 

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】 

 当第２四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又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】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。 

 

(1)業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済情勢は、米国や欧州におきましては、緩やか

な景気回復が継続しておりますが、米国の金融緩和縮小の影響や欧州の債務問題などで不透明感は払拭できない

状況でありました。また、中国など新興国経済は、成長の鈍化や地政学的リスクなどによる景気の下振れリスク

が依然として懸念される中で推移しました。一方、国内経済におきましては、消費税率引き上げに伴う駆け込み

需要の反動が長引いておりますが、政府の経済・金融政策などにより、円安・株高が進み、景気は緩やかな回復

基調が続いております。 

 また、企業の設備投資につきましては、企業収益の改善により回復の兆しが見られるものの、依然として設備

の過剰感があり、新規設備においては慎重な姿勢が続いており、本格的な回復には至っておりません。加えて、

競合企業とのコスト競争など厳しい事業環境となりました。 

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、事業拡大が期待できる市場や分野への積極的な展

開を図るために国内・海外のグループ各社との連携による営業活動を強化し、受注量の拡大や、現地調達、現地

生産量の 適化など市場の変化に柔軟に対応しながら、更なるグローバルな生産供給体制の構築を図ってまいり

ました。また、国内生産におきましては、事業環境および負荷状況に応じ、内部リソースを 大活用することで

生産効率および内製化率の向上を図ってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は208億65百万円（前年同期比6.2%減）となり、営業利益

は８億42百万円(前年同期比1.0%増)、経常利益は８億18百万円(前年同期比5.3%増)、四半期純利益は４億52百万

円（前年同期比9.9%減）となりました。 

 

 事業部門別の営業概況は以下のとおりであります。 

１）自動車関連生産設備事業 

 自動車関連生産設備事業におきましては、北米市場および中国市場における自動車の需要拡大や欧州市場に

おきましても緩やかな回復の兆しが見られる中、主力となる北米市場向けのパワートレイン関連設備、国内

メーカーの海外での設備投資案件に加え、新規のお客様からの受注などにより、受注状況につきましては、着

実に積み増しておりますが、売上高につきましては、売上時期の谷間にありました結果、売上高は60億24百万

円（前年同期比43.5%減）となりました。 

２）半導体関連生産設備事業 

 半導体関連生産設備事業におきましては、スマートフォン・タブレット端末などのモバイル関連機器が市場

を牽引するものの、依然として半導体市況の先行き不透明感は払拭できない状況で推移しており、シリコン

ウェーハ搬送設備案件におきましては、受注、売上とも低調でありましたが、製造受託案件などを予定どおり

売上げました結果、売上高は69億８百万円（前年同期比12.1%増）となりました。 

３）家電関連およびその他生産設備事業 

 家電関連およびその他生産設備事業におきましては、国内での安定的な買換え需要や新興国での経済成長を

背景とした家電普及率の拡大など需要増が見込まれる中、白物家電を中心とした案件の堅調な受注に支えられ

ました結果、売上高は47億12百万円（前年同期比62.8%増）となりました。 

 セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

１）日本 

  日本におきましては、受注状況としては堅調に推移しておりますが、自動車関連生産設備事業での売上時期

の谷間にあったことにより売上は低調に推移しました。一方、損益面では、原価率が改善しました結果、売上

高は163億89百万円（前年同期比13.8%減）、営業利益は５億25百万円（前年同期比1.8%増）となりました。 
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２）アジア 

 アジアにおきましては、家電関連設備および自動車関連設備などの案件を予定どおり売上げましたが、売上

案件における原価の増加などが影響しました結果、売上高は33億29百万円（前年同期比58.9%増）、営業利益は

１億33百万円（前年同期比67.6%減）となりました。 

３）北米 

 北米におきましては、自動車メーカー向けの案件を中心とした引合いは堅調でありますが、予定した案件の

売上時期の延期などが影響しました結果、売上高は９億85百万円（前年同期比0.1%減）、営業利益は１億49百

万円（前年同期比576.3%増）となりました。 

４）欧州 

 欧州におきましては、欧州市場の景気回復の兆しが見られ、自動車関連設備および家電関連設備を中心とし

た案件の引合い状況に改善の動きが見られるものの、売上につきましては未だ低調に推移しました結果、売上

高は１億61百万円（前年同期比15.9%増）、営業損失は10百万円（前年同期は18百万円の営業損失）となりまし

た。 

 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて13億33百万円減少し、570億18百万

円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加６億44百万円、受取手形及び売掛金の減少32億86百万円、

仕掛品の増加14億65百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて19億28百万円減少し、

372億29百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の減少29億84百万円、前受金の増加15億22百万円、退

職給付に係る負債の減少10億91百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の32.5％から

34.3％となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて６億45百万円 

増加し、91億94百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益８億 

17百万円に対し、売上債権の減少29億79百万円、たな卸資産の増加14億43百万円、前受金の増加15億72百万円等

により、42億85百万円の収入（前年同四半期は10億72百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 

１億47百万円、無形固定資産の取得による支出１億12百万円等により、２億65百万円の支出（前年同四半期は１

億60百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少29億58百万円、

長期借入れによる収入40億円、長期借入金の返済による支出41億37百万円等により、32億92百万円の支出（前年

同四半期は８億86百万円の収入）となりました。 

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(4)研究開発活動 

 当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億54百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 37,000,000 

計 37,000,000 

②【発行済株式】 

種類 

第２四半期会計期間末 

現在発行数（株） 

（平成26年９月30日） 

提出日現在発行数（株）

（平成26年11月13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 10,756,090 10,756,090 

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 

100株 

計 10,756,090 10,756,090 － － 

（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26年７月１日～

平成26年９月30日 
― 10,756,090 ― 2,633,962 ― 2,219,962
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（６）【大株主の状況】 

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

 平田機工社員持株会  東京都品川区戸越三丁目９番20号 850,510 7.91

 平田 雄一郎  熊本県熊本市 582,800 5.42

 SMC株式会社  東京都千代田区外神田四丁目14-１ 500,000 4.65

 平田 宏之  熊本県熊本市 464,972 4.32

 株式会社肥後銀行  熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13-５ 456,000 4.24

 平田 満  熊本県合志市 385,629 3.59

 平田 正治郎  熊本県熊本市 321,500 2.99

 平田 滋夫  熊本県熊本市 306,044 2.85

 平田 得好  熊本県熊本市 302,462 2.81

 日本梱包運輸倉庫株式会社  東京都中央区明石町６-17 272,400 2.53

計 － 4,442,317 41.31

（７）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

平成26年９月30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) 普通株式        249,500 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式     10,505,200                 105,052 ― 

単元未満株式 普通株式          1,390 ― ― 

発行済株式総数              10,756,090 ― ― 

総株主の議決権 ―                 105,052 ― 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の株式に係る議決権の数２個が含まれております。 

    ２. 「単元未満株式」の欄には、自己株式53株が含まれております。 

        ３．平田機工社員持株会信託が所有する直前の基準日の当社株式121,100株（議決権の数1,211個）につきまして

は、「完全議決権株式（その他）」欄に含めて表示しております。 
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②【自己株式等】 

平成26年９月30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(％)

平田機工株式会社 
東京都品川区戸越三丁

目９番20号 
249,500 ― 249,500 2.32

計 ― 249,500 ― 249,500 2.32

 （注）平田機工社員持株会信託が所有する直前の基準日の当社株式121,100株につきましては、上記の自己株式等に含

まれておりませんが、会計処理上は自己株式として処理をしております。 

２【役員の状況】 

 該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９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る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26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,569,072 9,213,596

受取手形及び売掛金 22,181,951 18,895,181

商品及び製品 242,441 128,194

仕掛品 4,681,094 6,146,126

原材料及び貯蔵品 309,724 329,314

繰延税金資産 1,628,585 1,836,359

その他 806,542 865,290

貸倒引当金 △10,903 △10,447

流動資産合計 38,408,509 37,403,615

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,254,240 4,177,891

機械装置及び運搬具（純額） 1,171,768 1,255,995

工具、器具及び備品（純額） 588,227 553,162

土地 9,768,533 9,760,417

建設仮勘定 34,920 1,000

有形固定資産合計 15,817,691 15,748,466

無形固定資産 

借地権 25,781 25,781

ソフトウエア 343,809 335,021

のれん 25,993 21,890

その他 17,046 16,908

無形固定資産合計 412,631 399,603

投資その他の資産 

投資その他の資産 ※ 3,713,234 ※ 3,467,265

固定資産合計 19,943,557 19,615,335

資産合計 58,352,066 57,018,950
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 8,236,456 8,252,829

短期借入金 9,432,800 6,448,175

1年内返済予定の長期借入金 5,030,388 3,439,438

未払金 473,565 344,152

未払費用 1,700,598 1,836,856

未払法人税等 181,292 296,822

前受金 1,167,400 2,689,993

賞与引当金 13,109 6,354

役員賞与引当金 39,405 -

製品保証引当金 278,613 168,991

工事損失引当金 23,453 45,569

繰延税金負債 42 40

その他 375,402 851,984

流動負債合計 26,952,528 24,381,208

固定負債 

長期借入金 7,777,727 9,230,692

繰延税金負債 60,278 117,112

再評価に係る繰延税金負債 2,474,958 2,474,958

退職給付に係る負債 1,380,351 289,199

役員退職慰労引当金 220,198 24,973

資産除去債務 - 104,212

その他 291,444 607,127

固定負債合計 12,204,958 12,848,277

負債合計 39,157,486 37,229,485

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,633,962 2,633,962

資本剰余金 2,322,634 2,322,634

利益剰余金 10,052,832 10,852,430

自己株式 △327,548 △306,853

株主資本合計 14,681,881 15,502,174

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 477,220 650,898

繰延ヘッジ損益 △13,331 △271,662

土地再評価差額金 3,978,054 3,978,054

為替換算調整勘定 347,143 153,539

退職給付に係る調整累計額 △483,845 △441,897

その他の包括利益累計額合計 4,305,240 4,068,933

少数株主持分 207,457 218,357

純資産合計 19,194,579 19,789,465

負債純資産合計 58,352,066 57,018,950
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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２四半期連結累計期間】 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高 22,236,048 20,865,973

売上原価 18,699,994 17,013,638

売上総利益 3,536,054 3,852,335

販売費及び一般管理費 ※ 2,702,242 ※ 3,010,014

営業利益 833,812 842,320

営業外収益 

受取利息 1,762 1,603

受取配当金 18,658 23,792

保険配当金 22,485 23,222

原材料等売却益 12,151 12,801

持分法による投資利益 1,243 1,625

その他 31,799 25,359

営業外収益合計 88,100 88,404

営業外費用 

支払利息 90,483 88,184

為替差損 43,630 3,586

その他 10,808 20,785

営業外費用合計 144,922 112,556

経常利益 776,990 818,168

特別利益 

固定資産売却益 909 1,196

投資有価証券売却益 11,738 -

特別利益合計 12,648 1,196

特別損失 

固定資産除却損 743 1,557

固定資産売却損 231 55

投資有価証券売却損 279 -

特別損失合計 1,254 1,613

税金等調整前四半期純利益 788,384 817,751

法人税等 304,924 343,323

少数株主損益調整前四半期純利益 483,460 474,428

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18,968 21,621

四半期純利益 502,428 452,807
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 483,460 474,428

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △17,441 173,678

繰延ヘッジ損益 21,570 △258,330

為替換算調整勘定 407,227 △196,980

退職給付に係る調整額 - 41,078

その他の包括利益合計 411,356 △240,555

四半期包括利益 894,816 233,873

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 906,604 216,499

少数株主に係る四半期包括利益 △11,788 17,374
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 788,384 817,751

減価償却費 434,087 461,535

のれん償却額 4,242 4,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,222 38,755

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,971 △6,285

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,629 △39,405

製品保証引当金の増減額（△は減少） 38,656 △108,954

退職給付引当金の増減額（△は減少） △165,425 －

退職給付に係る負債の増減額(△は減少） － △286,295

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △552,134 △195,225

工事損失引当金の増減額（△は減少） △93,232 22,116

受取利息及び受取配当金 △20,420 △25,395

支払利息 90,483 88,184

為替差損益（△は益） △112,468 △12,745

持分法による投資損益（△は益） △1,243 △1,625

固定資産売却損益（△は益） △677 △1,140

固定資産除却損 743 1,557

投資有価証券売却損益（△は益） △11,459 －

売上債権の増減額（△は増加） 640,178 2,979,363

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,327,549 △1,443,063

仕入債務の増減額（△は減少） 699,626 301,459

未払費用の増減額（△は減少） 47,444 148,044

前受金の増減額（△は減少） 584,919 1,572,054

その他 152,132 186,020

小計 1,209,408 4,501,117

利息及び配当金の受取額 21,564 24,458

利息の支払額 △91,782 △87,115

法人税等の支払額 △66,326 △152,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,072,864 4,285,692
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 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △4,860 △386

投資有価証券の売却による収入 17,497 －

有形固定資産の取得による支出 △108,833 △147,515

有形固定資産の売却による収入 1,641 1,843

無形固定資産の取得による支出 △14,851 △112,351

定期預金の払戻による収入 － 19,848

定期預金の預入による支出 △51,216 △19,848

少数株主からの追加取得による支出 － △6,782

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,622 △265,191

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 605,522 △2,958,049

長期借入れによる収入 4,499,954 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,893,830 △4,137,985

自己株式の取得による支出 △97,665 －

自己株式の売却による収入 － 20,694

配当金の支払額 △131,029 △131,095

その他 △96,897 △86,520

財務活動によるキャッシュ・フロー 886,054 △3,292,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 171,996 △81,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,970,293 645,771

現金及び現金同等物の期首残高 5,351,794 8,548,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,322,088 ※ 9,194,036



平田機工株式会社(6258) 平成 27 年３月期 第２四半期報告書 

 14  

【注記事項】 

（会計方針の変更） 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。

以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に

掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直

し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を割引率

決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退

職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更

しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余

金に加減しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が741,427千円減少し、利益剰余金が

478,122千円増加しております。なお、当第２四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。 
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（四半期連結貸借対照表関係） 

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 

（平成26年９月30日） 

投資その他の資産 128,770千円 167,548千円

（四半期連結損益計算書関係） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 前第２四半期連結累計期間 

（自  平成25年４月１日 

  至  平成25年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 

（自  平成26年４月１日 

  至  平成26年９月30日） 

給料及び賞与 1,113,881千円 1,343,776千円

退職給付費用 80,988 59,545 

減価償却費 57,372 63,185 

賞与引当金繰入額 69,829 3,144 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

前第２四半期連結累計期間 

（自  平成25年４月１日 

至  平成25年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自  平成26年４月１日 

至  平成26年９月30日） 

現金及び預金勘定 7,374,987千円 9,213,596千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △52,899 △19,560 

現金及び現金同等物 7,322,088 9,194,036 

（株主資本等関係） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 
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 配当の原資

平成25年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 131,333 12.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 
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 配当の原資

平成26年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 131,331 12.5 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 平成26年６月26日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、平田機工社員持株会信託に対する配当金 

2,006千円を含めております。
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 アジア 北米 欧州 合計 

売上高  

外部顧客への売上高 19,014,480 2,095,335 986,986 139,246 22,236,048

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
739,673 240,452 136,971 10,681 1,127,778

計 19,754,154 2,335,787 1,123,957 149,928 23,363,827

セグメント利益又は損失（△） 516,462 410,561 22,064 △18,453 930,635

 

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 930,635

棚卸資産の調整額 △97,301

その他の調整額 478

四半期連結損益計算書の営業利益 833,812

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９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 アジア 北米 欧州 合計 

売上高  

外部顧客への売上高 16,389,710 3,329,027 985,842 161,392 20,865,973

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,960,783 306,118 74,063 32,053 2,373,019

計 18,350,494 3,635,146 1,059,906 193,446 23,238,992

セグメント利益又は損失（△） 525,972 133,220 149,223 △10,223 798,192

 

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 798,192

棚卸資産の調整額 43,633

その他の調整額 494

四半期連結損益計算書の営業利益 842,320
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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。 

 

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成26年４月１日 

至 平成26年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 48円02銭 43円68銭 

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 502,428 452,807 

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） 502,428 452,807 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,463 10,366 

 （注）１．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。 

２．当第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額の算定において、平田機工社員持株会信託が所有

する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。

なお、当該信託が保有する期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間43千株、当第２四半期連結累計期

間140千株であります。 

（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。  


