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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 53,737 0.2 4,184 △27.2 4,259 △26.4 2,606 △25.0
23年3月期第3四半期 53,656 59.0 5,751 ― 5,788 ― 3,477 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,924百万円 （△38.6％） 23年3月期第3四半期 3,136百万円 （―％）

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3四半期 41.08 ―
23年3月期第3四半期 55.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 69,179 46,642 67.4
23年3月期 72,171 45,335 62.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  46,642百万円 23年3月期  45,335百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
24年3月期 ― 6.00 ―
24年3月期（予想） 6.00 12.00

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 72,000 △0.0 6,000 △20.0 5,900 △21.6 3,400 △25.7 53.58
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(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料）２ページ
「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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3Q 69,429,349 株 23年3月期 69,429,349 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,975,473 株 23年3月期 5,975,272 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 63,453,983 株 23年3月期3Q 62,167,428 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の発生に伴うサプライチェーンの寸断や電

力不足といった厳しい供給制約に直面したものの、企業の復興に向けた努力と各種の政策効果などにより、経済

活動は予想以上の急速なスピードで回復に向かいました。しかしながら、夏場以降の欧州債務危機を背景とした

海外経済の減速と急速な円高の進展、さらにはタイ洪水の影響も加わり、わが国の景気はこれらのマイナス材料

の影響を受け推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社グループの自動機械部門では、リチウムイオン電池製造装置はＥＶ、ＨＥＶ向

けリチウムイオン二次電池メーカー様の旺盛な投資計画による引き合いが増加しております。一方、薬品包装機

械は大手製薬メーカー様の大型新規設備が一巡したことから需要は減少の傾向にあります。機器部門では韓国、

台湾の半導体メーカー様の投資再開、スマートフォンやタブレット端末関連の設備投資、二次電池及び素材関連

の設備を中心に需要が戻りつつありますが、しかし、太陽電池モジュールの在庫過多による価格下落から、太陽

電池関連設備向け需要は大きく減少しております。タイ洪水の影響につきましては、当社グループには直接的な

影響はなく、当社ユーザー様の水没した設備機器の復旧を支援しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高53,737百万円（前年同四半期比0.2％増）、損益面で

は、震災対策費、製品保証引当金及び貸倒引当金をそれぞれ計上したことなどにより、営業利益4,184百万円

（前年同四半期比27.2％減）、経常利益4,259百万円（前年同四半期比26.4％減）、四半期純利益2,606百万円

（前年同四半期比25.0％減）となりました。 

  

当第３四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2,992百万円減少の69,179百万円と

なりました。これは主に、たな卸資産の増加はありましたが、売上債権の減少及び法人税等の支払による預金の

減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、4,300百万円減少の22,536百万円となりました。これは主に、仕入債務の

減少及び未払法人税等が減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,307百万円増加の46,642百万円となりました。これは主に、四半期純利

益の計上が、配当金の支払いを上回ったことによるものであります。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.6ポイント増加の67.4％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10月31日に発表いたしました業績予想から変更はありま

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。 

  

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

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
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,849 4,634

受取手形及び売掛金 19,290 18,050

営業未収入金 3,150 3,477

商品及び製品 3,586 3,950

仕掛品 2,447 2,936

原材料及び貯蔵品 10,566 11,525

その他 1,994 2,119

貸倒引当金 △83 △90

流動資産合計 48,801 46,605

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,308 7,829

その他（純額） 10,324 10,369

有形固定資産合計 18,633 18,199

無形固定資産 262 557

投資その他の資産 4,474 3,818

固定資産合計 23,370 22,574

資産合計 72,171 69,179

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,030 9,422

短期借入金 3,551 4,554

未払法人税等 2,666 81

賞与引当金 49 813

その他の引当金 46 531

その他 5,595 3,977

流動負債合計 22,939 19,381

固定負債

長期借入金 2,299 1,774

引当金 195 102

その他 1,401 1,278

固定負債合計 3,896 3,155

負債合計 26,836 22,536
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,735 12,735

利益剰余金 26,672 28,385

自己株式 △5,040 △4,763

株主資本合計 45,383 47,373

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 579 106

為替換算調整勘定 △627 △837

その他の包括利益累計額合計 △48 △730

純資産合計 45,335 46,642

負債純資産合計 72,171 69,179
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 53,656 53,737

売上原価 38,112 39,188

売上総利益 15,544 14,548

販売費及び一般管理費 9,792 10,364

営業利益 5,751 4,184

営業外収益

受取利息 11 10

受取配当金 66 96

受取補償金 5 94

その他 212 189

営業外収益合計 296 390

営業外費用

支払利息 56 57

売上割引 76 73

為替差損 91 128

その他 35 55

営業外費用合計 259 315

経常利益 5,788 4,259

特別利益

固定資産売却益 9 44

補助金収入 4 8

その他 0 －

特別利益合計 14 52

特別損失

固定資産売却損 4 9

固定資産除却損 23 39

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 78 －

その他 24 －

特別損失合計 131 48

税金等調整前四半期純利益 5,671 4,263

法人税、住民税及び事業税 1,808 1,138

法人税等調整額 385 518

法人税等合計 2,193 1,657

少数株主損益調整前四半期純利益 3,477 2,606

四半期純利益 3,477 2,606
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四半期連結包括利益計算書

 第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,477 2,606

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △112 △472

為替換算調整勘定 △228 △209

その他の包括利益合計 △341 △682

四半期包括利益 3,136 1,924

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,136 1,924

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

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：百万円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△1,654百万円には、セグメント間取引消去23百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,678百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長

期的な基礎的研究費用並びにシーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

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：百万円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△1,787百万円には、セグメント間取引消去26百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,813百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長

期的な基礎的研究費用並びにシーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注２)自動機械部門 機器部門 計

売上高

外部顧客への売上高 9,498 44,157 53,656 ― 53,656

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

0 177 178 △178 ―

計 9,499 44,335 53,835 △178 53,656

セグメント利益 1,425 5,980 7,406 △1,654 5,751

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注２)自動機械部門 機器部門 計

売上高

外部顧客への売上高 10,130 43,606 53,737 ― 53,737

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

3 120 124 △124 ―

計 10,134 43,727 53,861 △124 53,737

セグメント利益 1,301 4,670 5,971 △1,787 4,184

（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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(1) 生産実績 

当第３四半期連結累計期間における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。 

 
 (注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

     ２．金額は、販売価格によっております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １．自動機械部門以外は、需要見込による生産方法をとっております。 

   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３四半期連結累計期間における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。 

 
 (注) １．セグメント間取引については、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。 

  

4．補足情報

〔生産、受注及び販売の状況〕

セグメントの名称 生産高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

自動機械部門 10,496 △2.1

機 器 部 門 41,733 △3.0

合 計 52,229 △2.8

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高  
(百万円)

前年同四半期比
(％)

自動機械部門 7,597 △40.1 6,384 △31.9

セグメントの名称 販売高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

自動機械部門 10,130 +6.7

機 器 部 門 43,606 △1.2

合 計 53,737 +0.2
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