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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,555 △36.6 △148 ― △133 ― △157 ―
25年3月期第1四半期 5,604 39.8 1,001 147.3 955 145.8 969 151.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 129百万円 （△80.4％） 25年3月期第1四半期 663百万円 （111.0％）

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

26年3月期第1四半期 △6.31 ―
25年3月期第1四半期 38.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 26,626 16,962 62.9
25年3月期 25,896 17,072 65.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  16,741百万円 25年3月期  16,871百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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) 8,000 △25.3 200 △87.4 190 △87.5 120 △91.8 4.80
通期 18,500 12.4 1,100 ― 1,000 50.8 900 30.2 35.98



(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、金融商品取引法に 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な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。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご 
  覧ください。 
２．四半期決算補足説明資料は当社ホームページに掲載しております。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 25,021,832 株 25年3月期 25,021,832 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 9,971 株 25年3月期 9,923 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 25,011,880 株 25年3月期1Q 25,012,426 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や大胆な金融緩和等により景気回復への期待感が高

まったことから、株式市場では売買が活況となり、為替相場は一段と円安方向へと進みました。一方、輸入原材料価

格の上昇や電気料金の値上げによる国内企業の競争力低下、また、新興国での景気減速がやや強まっていることから

外需停滞が懸念される等、持続的な景気回復にはまだ多くの不安材料が残された状況でありました。 

半導体業界におきましては、前連結会計年度の後半から設備投資を大幅に絞ってきた半導体メーカーやアッセン

ブリーハウスが積極的な姿勢に転じ、製造装置への投資は底打ち、反転したと言える状況となりました。また、低価

格化や低消費電力化、そして高機能・高密度化を目指す 先端技術の開発では、引き続き業界を代表するトップメー

カーを中心に、各社とも果敢な投資を継続しており、次世代の半導体デバイスにおいても既に激しい競争が始まって

おります。 

このような状況のもと当社グループでは、韓国において新たに販売事業会社を設立し、台湾においても関連会社

に追加資本を投入する等、「マーケットイン型」の営業・生産・サービス網の構築にむけて、積極的な展開を行って

まいりました。また、リピート金型専用ライン（韓国）も順調に立ち上がり、中国市場向けには新製品（マーケット

イン型）の投入を図る等、生産及び製品戦略においても具体的なアクションを実施してまいりました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の受注高は47億40百万円と、前第４四半期連結会計期間に比べて大きく回

復いたしました。しかしながら、これらの受注高が売上高に計上されるのは、第２四半期以降となるため、当第１四

半期の連結業績には未だ寄与しておりません。従いまして、当第１四半期連結累計期間における売上高は35億55百万

円（前年同期比20億48百万円、36.6％減）、営業損失１億48百万円（前年同期は営業利益10億１百万円）、経常損失

１億33百万円（前年同期は経常利益９億55百万円）、四半期純損失１億57百万円（前年同期は四半期純利益９億69百

万円）となりました。 

第２四半期以降、当社グループは、各生産拠点の生産能力を引き上げ、当第１四半期連結会計期間中の受注分は

もちろん、市況回復局面で積み上がることが予想される受注を確実に生産・出荷できる体制へと移行してまいりま

す。 

    

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年５月13日の「平成25年３月期 決算短信[日本基準](連結)」で公表いた

しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 

 当社は平成25年４月８日付で、韓国ソウル市にＴＯＷＡ韓国株式会社（当社出資比率100％）を新たに設立し、

持分法適用関連会社であった巨東精技股份有限公司の第三者割当増資を全額引き受け（引き受け後当社出資比率

60％）したことから、当第１四半期連結会計期間より両社を連結の範囲に含めております。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 5,608,110 5,073,051

受取手形及び売掛金 3,811,635 4,781,767

電子記録債権 － 12,096

商品及び製品 588,867 471,421

仕掛品 2,290,770 2,460,841

原材料及び貯蔵品 414,268 398,484

その他 300,875 336,143

貸倒引当金 △2,192 △7,886

流動資産合計 13,012,336 13,525,919

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,344,960 12,381,800

減価償却累計額 △8,660,613 △8,735,273

建物及び構築物（純額） 3,684,346 3,646,526

機械装置及び運搬具 8,663,068 8,879,322

減価償却累計額 △6,658,599 △6,823,531

機械装置及び運搬具（純額） 2,004,468 2,055,791

土地 4,214,077 4,206,835

リース資産 3,922 3,922

減価償却累計額 △653 △849

リース資産（純額） 3,269 3,072

建設仮勘定 25,278 18,050

その他 2,249,549 2,388,671

減価償却累計額 △1,964,328 △2,014,909

その他（純額） 285,221 373,762

有形固定資産合計 10,216,661 10,304,039

無形固定資産 632,034 581,497

投資その他の資産 2,035,857 2,214,821

固定資産合計 12,884,554 13,100,358

資産合計 25,896,890 26,626,277
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,337,013 1,590,844

短期借入金 1,068,720 1,216,111

1年内返済予定の長期借入金 1,016,037 1,094,928

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 100,362 95,982

製品保証引当金 66,165 58,744

賞与引当金 304,367 225,099

役員賞与引当金 29,563 －

その他 960,547 1,029,332

流動負債合計 4,982,777 5,411,043

固定負債   

社債 340,000 290,000

長期借入金 2,539,584 2,950,981

退職給付引当金 815,316 807,655

その他 146,968 203,786

固定負債合計 3,841,869 4,252,422

負債合計 8,824,647 9,663,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,932,627 8,932,627

資本剰余金 462,236 462,236

利益剰余金 6,890,472 6,482,539

自己株式 △8,503 △8,532

株主資本合計 16,276,833 15,868,870

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 392,535 518,034

為替換算調整勘定 202,579 354,420

その他の包括利益累計額合計 595,114 872,455

少数株主持分 200,295 221,485

純資産合計 17,072,243 16,962,811

負債純資産合計 25,896,890 26,626,277
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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 5,604,172 3,555,619

売上原価 3,530,623 2,715,228

売上総利益 2,073,549 840,390

販売費及び一般管理費 1,071,742 988,954

営業利益又は営業損失（△） 1,001,806 △148,564

営業外収益   

受取利息 8,902 7,297

受取配当金 14,611 9,871

持分法による投資利益 2,691 2,256

雑収入 21,384 15,785

営業外収益合計 47,589 35,211

営業外費用   

支払利息 22,909 16,687

為替差損 43,262 －

雑損失 27,866 3,764

営業外費用合計 94,038 20,452

経常利益又は経常損失（△） 955,357 △133,805

特別利益   

固定資産売却益 9 975

段階取得に係る差益 94,417 －

負ののれん発生益 － 1,162

特別利益合計 94,426 2,138

特別損失   

固定資産除却損 5,463 5,009

段階取得に係る差損 － 1,708

その他 － 118

特別損失合計 5,463 6,836

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,044,321 △138,503

法人税等 70,139 12,096

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

974,181 △150,600

少数株主利益 5,016 7,214

四半期純利益又は四半期純損失（△） 969,165 △157,814
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

974,181 △150,600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △150,257 125,499

為替換算調整勘定 △181,223 153,567

持分法適用会社に対する持分相当額 20,413 1,398

その他の包括利益合計 △311,068 280,465

四半期包括利益 663,113 129,864

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 678,933 119,525

少数株主に係る四半期包括利益 △15,819 10,339
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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