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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 26,043 75.7 993 625.0 945 ― 391 △1.7
23年3月期第2四半期 14,822 △11.7 137 △53.9 54 △77.6 398 52.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 313百万円 （168.3％） 23年3月期第2四半期 116百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 37.28 ―
23年3月期第2四半期 37.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 59,038 17,427 29.2
23年3月期 60,538 17,271 28.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,221百万円 23年3月期  17,005百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 50,000 13.3 1,600 △10.2 1,400 △10.0 800 △15.1 76.14



(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 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続きが実施中です。 

※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の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、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仮定等については、『添付資料』２ページ「当四半期決算に関する定性的情
報」をご覧下さい。 
四半期決算補足説明資料については、当社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 10,756,090 株 23年3月期 10,756,090 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 249,387 株 23年3月期 249,387 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,506,703 株 23年3月期2Q 10,506,703 株
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、緩やかな回復は継続したものの欧州でのギリシャをはじめとする

財政問題、米国での失業率の高止まりや個人消費の伸び悩みに加え、これまで世界経済を牽引してきた新興国につい

ては高い成長率で推移していましたが、物価上昇や段階的な金融の引き締め政策などの実施により景気回復のペース

は鈍化しました。 

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、円高進行や受注価格の低下など厳しい状況で推移する

ことが予測される中、ローコストデザインによる原価低減や生産負荷調整による生産効率の向上、また、欧州におけ

る事業環境の変化に伴う機能および体制の見直しなどの取り組みを行ってまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は260億43百万円（前年同期比75.7%増）となり、営業利益は９億93百万

円(前年同期比625.0%増)、経常利益は９億45百万円(前年同期は54百万円の経常利益)、四半期純利益は３億91百万円

（前年同期比1.7%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、北米の自動車メーカー向けの案件を中心とした売上が堅調に推移

しました結果、売上高は55億47百万円（前年同期比338.8%増）となりました。 

２）ＦＰＤ（Flat Panel Display）関連生産設備事業 

  ＦＰＤ（Flat Panel Display）関連生産設備事業におきましては、塗布装置（ヘッドコーター）や前期より

受注しておりました中国LCDパネルメーカー向けの搬送装置などを予定どおり売上げました結果、売上高は62億

17百万円（前年同期比179.6%増）となりました。 

３）半導体関連生産設備事業 

  ウェーハハンドリング装置を中心とした半導体関連生産設備事業におきましては、半導体市場の回復に加

え、大型製造受託案件が大きく貢献しました結果、売上高は82億96百万円（前年同期比175.0%増）となりまし

た。 

４）物流機器及び家電関連生産設備事業 

   物流機器及び家電関連生産設備事業におきましては、家電業界向け設備およびタイヤ業界向けの設備の売上

が低調に推移しました結果、売上高は38億45百万円（前年同期比36.9%減）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、半導体関連生産設備事業における大型製造受託案件が大きく貢献したことに加え、前

期より受注しておりました中国LCDパネルメーカー向けの搬送装置などを予定どおり売上げました結果、売上高

は236億32百万円（前年同期比83.2%増）、営業利益は10億58百万円（前年同期比91.3%増）となりました。 

２）アジア 

   アジアにおきましては、家電メーカー向けの案件が堅調に推移しました結果、売上高は11億76百万円（前年

同期比83.3%増）、営業利益は39百万円（前年同期は１億42百万円の営業損失）となりました。 

３）北米 

   北米におきましては、自動車関連生産設備事業、物流機器及び家電関連生産設備事業における案件を予定ど

おり売上げました結果、売上高は９億97百万円（前年同期比11.0%減）、営業利益は15百万円（前年同期比

150.4%増）となりました。 

４）欧州 

   欧州におきましては、家電メーカー向けを中心とした案件が低調に推移しました結果、売上高は２億36百万

円（前年同期比51.0%増）、営業損失は１億２百万円（前年同期は２億57百万円の営業損失）となりました。 

  

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



 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14億99百万円減少し、590億38百万円と

なりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少22億55百万円、受取手形及び売掛金の減少１億36百万円、仕掛品の

増加12億58百万円、繰延税金資産の減少２億18百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて16

億55百万円減少し、416億11百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少14億44百万円、短期借

入金の増加７億93百万円、未払金の減少４億31百万円、未払費用の減少３億76百万円、前受金の増加５億40百万円、社

債の減少３億75百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の28.1％から29.2％となりました。 

  

（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22億55百万円減少し、

56億68百万円となりました。 

 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９億６百万円

に対し、たな卸資産の増加13億79百万円、仕入債務の減少14億22百万円等により、18億97百万円の支出（前年同四半期

は30億52百万円の支出）となりました。 

 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、投資有価証券の取得による支出１億９百

万円、有形固定資産の取得による支出３億８百万円等により、４億25百万円の支出（前年同四半期は46百万円の支出）

となりました。 

 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、短期借入金の増加８億５百万円、長期借

入れによる収入25億円、長期借入金の返済による支出26億44百万円、社債の償還による支出３億75百万円、配当金の支

払いによる支出１億57百万円等により、67百万円の収入（前年同四半期は５億29百万円の収入）となりました。 

  

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に開示しました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用してお

ります。 

  

（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

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



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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,924,643 5,668,803

受取手形及び売掛金 25,727,434 25,590,526

商品及び製品 318,845 353,221

仕掛品 3,865,298 5,124,110

原材料及び貯蔵品 302,005 401,104

繰延税金資産 2,036,227 1,817,449

その他 840,361 868,364

貸倒引当金 △45,770 △44,118

流動資産合計 40,969,047 39,779,463

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,626,179 4,623,615

機械装置及び運搬具（純額） 852,203 825,867

工具、器具及び備品（純額） 522,724 484,786

土地 9,790,106 9,797,252

建設仮勘定 14,362 4,196

有形固定資産合計 15,805,576 15,735,718

無形固定資産   

借地権 25,781 25,781

ソフトウエア 308,137 291,664

のれん 17,655 10,689

その他 16,056 16,020

無形固定資産合計 367,630 344,155

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,395,810 3,178,817

固定資産合計 19,569,017 19,258,691

資産合計 60,538,065 59,038,155



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,429,160 11,985,079

短期借入金 6,104,026 6,897,792

1年内返済予定の長期借入金 4,067,571 2,806,257

1年内償還予定の社債 1,250,000 1,250,000

未払金 705,826 273,880

未払費用 1,916,995 1,540,405

未払法人税等 321,824 237,902

前受金 915,518 1,456,490

賞与引当金 69,842 129,367

役員賞与引当金 64,735 －

製品保証引当金 501,020 599,543

工事損失引当金 104,713 123,491

その他 321,904 317,517

流動負債合計 29,773,138 27,617,729

固定負債   

社債 750,000 375,000

長期借入金 7,558,402 8,674,778

繰延税金負債 8,642 8,849

再評価に係る繰延税金負債 2,666,209 2,666,589

退職給付引当金 1,492,840 1,380,376

役員退職慰労引当金 769,304 692,715

その他 248,051 195,100

固定負債合計 13,493,452 13,993,408

負債合計 43,266,591 41,611,137

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 8,865,832 9,099,359

自己株式 △243,146 △243,146

株主資本合計 13,579,283 13,812,810

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 308,400 248,078

繰延ヘッジ損益 △5,391 18,081

土地再評価差額金 3,818,744 3,819,304

為替換算調整勘定 △695,895 △676,646

その他の包括利益累計額合計 3,425,858 3,408,817

少数株主持分 266,332 205,389

純資産合計 17,271,473 17,427,017

負債純資産合計 60,538,065 59,038,155



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,822,399 26,043,794

売上原価 12,282,931 22,350,273

売上総利益 2,539,468 3,693,521

販売費及び一般管理費 2,402,437 2,700,053

営業利益 137,030 993,468

営業外収益   

受取利息 3,013 1,545

受取配当金 15,074 15,123

保険配当金 19,691 20,885

原材料等売却益 9,488 11,202

持分法による投資利益 － 3,895

その他 35,348 71,294

営業外収益合計 82,615 123,947

営業外費用   

支払利息 114,360 92,254

為替差損 17,976 22,730

持分法による投資損失 2,998 －

その他 30,291 56,708

営業外費用合計 165,627 171,693

経常利益 54,018 945,722

特別利益   

固定資産売却益 785 1,781

貸倒引当金戻入額 186,437 －

その他 20,000 －

特別利益合計 207,222 1,781

特別損失   

固定資産除却損 4,576 4,042

固定資産売却損 3 537

減損損失 － 3,805

投資有価証券評価損 － 32,818

貸倒引当金繰入額 1,827 －

特別損失合計 6,406 41,203

税金等調整前四半期純利益 254,834 906,300

法人税等 △116,604 575,715

少数株主損益調整前四半期純利益 371,438 330,585

少数株主損失（△） △27,057 △61,102

四半期純利益 398,495 391,687



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 371,438 330,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △161,121 △60,321

繰延ヘッジ損益 27,720 23,472

為替換算調整勘定 △121,337 19,408

その他の包括利益合計 △254,739 △17,440

四半期包括利益 116,699 313,144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 145,445 374,087

少数株主に係る四半期包括利益 △28,745 △60,942



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 254,834 906,300

減価償却費 414,400 435,037

のれん償却額 6,965 6,965

貸倒引当金の増減額（△は減少） △220,849 △10,977

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,678 59,496

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46,667 △64,735

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,238 98,517

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96,218 △112,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,692 △76,588

工事損失引当金の増減額（△は減少） △23,522 18,778

受取利息及び受取配当金 △18,087 △16,668

支払利息 114,360 92,254

為替差損益（△は益） △170,204 △115,990

持分法による投資損益（△は益） 2,998 △3,895

固定資産売却損益（△は益） △781 △1,243

固定資産除却損 4,576 4,042

減損損失 － 3,805

投資有価証券評価損益（△は益） － 32,818

売上債権の増減額（△は増加） △408,086 140,963

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,645,608 △1,379,233

仕入債務の増減額（△は減少） 424,801 △1,422,667

未払費用の増減額（△は減少） △389,182 △374,803

前受金の増減額（△は減少） 478,169 532,386

その他 △682,766 △270,721

小計 △2,937,259 △1,518,625

利息及び配当金の受取額 19,397 17,785

利息の支払額 △111,863 △94,920

法人税等の支払額 △22,749 △302,184

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,052,476 △1,897,944

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 △9,476 △109,996

有形固定資産の取得による支出 △55,550 △308,838

有形固定資産の売却による収入 23,393 1,839

無形固定資産の取得による支出 △4,571 △8,977

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,205 △425,973

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） △327,456 805,914

長期借入れによる収入 5,500,000 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △4,086,752 △2,644,456

社債の償還による支出 △425,000 △375,000

配当金の支払額 △105,067 △157,600

その他 △26,389 △61,395

財務活動によるキャッシュ・フロー 529,334 67,461

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65,206 616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,634,553 △2,255,839

現金及び現金同等物の期首残高 10,121,756 7,924,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,487,202 5,668,803



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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 

  

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） 

    

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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 

  

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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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  12,902,532    642,012    1,121,014    156,840    14,822,399

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 661,848    142,150    265,311    3,090  1,072,401

計  13,564,380  784,163  1,386,325  159,930  15,894,800

セグメント利益又は損失（△）  553,373  △142,283  6,234  △257,438  159,885

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  159,885

棚卸資産の調整額  △23,194

その他の調整額  339

四半期連結損益計算書の営業利益  137,030

  （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  23,632,746    1,176,885    997,271    236,891    26,043,794

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 916,781    646,295    162,836    8,850  1,734,764

計  24,549,528  1,823,180  1,160,108  245,741  27,778,559

セグメント利益又は損失（△）  1,058,440  39,936  15,608  △102,026  1,011,959

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  1,011,959

棚卸資産の調整額  △21,853

その他の調整額  3,362

四半期連結損益計算書の営業利益  993,468



該当事項はありません。  

  

生産、受注及び販売の状況 

(１）生産実績 

当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格及び製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（６）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

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本   24,485,240  172.7

アジア   1,403,148  138.9

北米   1,345,272  99.3

欧州   249,059  61.2

合計   27,482,722  162.2

事業部門の名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  6,222,842  354.7

ＦＰＤ関連生産設備事業  6,451,917  179.5

半導体関連生産設備事業  8,621,606  286.0

物流機器及び家電関連生産設備事業  4,028,570  63.7

その他  2,157,785  95.4

合計   27,482,722  162.2



(２）受注状況 

当第２四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別ごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

       ２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

(３）販売実績 

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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 
（％） 

日本  18,743,472  106.1  13,369,520  72.3

アジア  1,854,466  136.2  2,115,920  174.8

北米  875,310  50.6  1,328,777  169.0

欧州  343,842  72.8  313,382  70.6

合計  21,817,092  102.8  17,127,600  81.9

事業部門の名称 
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 
（％） 

自動車関連生産設備事業  6,292,809  109.3  6,821,978  103.7

ＦＰＤ関連生産設備事業  3,147,890  179.0  4,561,027  88.2

半導体関連生産設備事業  7,145,081  113.6  3,052,617  63.4

物流機器及び家電関連生産設備事業  2,922,384  56.6  2,053,393  51.5

その他  2,308,925  102.5  638,583  174.3

合計  21,817,092  102.8  17,127,600  81.9

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

日本  23,632,746  183.2

アジア   1,176,885  183.3

北米  997,271  89.0

欧州   236,891  151.0

合計   26,043,794  175.7

事業部門の名称 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（千円）  

前年同四半期比（％） 

自動車関連生産設備事業  5,547,761  438.8

ＦＰＤ関連生産設備事業   6,217,009  279.6

半導体関連生産設備事業   8,296,587  275.0

物流機器及び家電関連生産設備事業   3,845,953  63.1

その他   2,136,482  96.1

合計  26,043,794  175.7
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