
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   

   

     

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成24年10月31日

上 場 会 社 名 株式会社 東京自働機械製作所 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6360 URL http://www.tam-tokyo.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)山本 治男
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)清水 政彦 (TEL) (03)3866-7171

四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（１）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２四半期 3,701 66.3 117 ― 157 ― 132 ―

24年３月期第２四半期 2,226 △0.5 △186 ― △94 ― △100 ―

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２四半期 9 16 ―

24年３月期第２四半期 △6 93 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 8,846 2,467 27.9

24年３月期 8,289 2,411 29.1

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,467百万円 24年３月期 2,411百万円

２．配当の状況

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 ― ― ― 4 00 4 00

25年３月期 ― ―

25年３月期(予想) ― 4 00 4 00

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 6,500 7.7 50 535.8 100 △19.7 80 △3.3 5 54

KF14
FASFマーク



  

 
(注)詳細は、添付資料P3「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 
(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困

難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を

ご覧ください。 

 
  

  

  

  

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が実施中です。 

  

  

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P2「業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。 

  

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 14,520,000株 24年３月期 14,520,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 91,039株 24年３月期 90,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 14,429,466株 24年３月期２Ｑ 14,432,282株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… 3 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………… 3 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

  

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… 4 

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… 4 

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………… 6 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 7 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 7 

  

○添付資料の目次

㈱東京自働機械製作所(6360) 平成25年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

－1－



当第２四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）におけるわが国経済は、穏

やかな回復基調が続いているものの、個人消費や雇用・所得環境の回復が鈍い中、停滞色が強まりつ

つあり、踊り場入りした可能性が高まっております。また、中国の経済成長に減速感が出始めるな

ど、先行き不透明な状況で推移しました。 

  このような経済状況の下、全社を挙げて業績の確保に努めた結果、当第２四半期累計期間の受注高

は堅調に推移し、46億９千４百万円（前年同四半期43億４千８百万円、8.0％増）となりました。 

  売上高につきましても、一部の生産機械で工事進行基準の適用があったこともあり、37億１百万円

（前年同四半期22億２千６百万円、66.3％増）と大幅に増加しました。 

 利益面では、継続的に原価低減や経費削減に努めた結果、営業利益１億１千７百万円（前年同四半

期は営業損失１億８千６百万円）、経常利益１億５千７百万円（前年同四半期は経常損失９千４百万

円）、四半期純利益１億３千２百万円（前年同四半期は四半期純損失１億円）となりました。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて16.5％増加し、47億１千３百万円となりました。これは、商品

及び製品が４千万円減少したのに対し、仕掛品が６億１千１百万円、受取手形及び売掛金が９千７百

万円それぞれ増加したことなどによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて2.6％減少し、41億３千３百万円となりました。これは、投資

有価証券が１億２千７百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて6.7％増加し、88億４千６百万円となりました。 
  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて12.3％増加し、44億７千３百万円となりました。これは、前受

金が８億７千９百万円減少したのに対し、支払手形及び買掛金が７億８百万円、短期借入金が７億円

それぞれ増加したことなどによります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて0.5％増加し、19億５百万円となりました。これは、社債が３

千万円減少したのに対し、退職給付引当金が４千８百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて8.5％増加し、63億７千８百万円となりました。 
  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて2.3％増加し、24億６千７百万円となりました。これは、そ

の他有価証券評価差額金が１千７百万円減少したのに対し、利益剰余金が７千４百万円増加したこと

などによります。 

  

  

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平成25年３月期通期の業績予想に

変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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① 税金費用の計算 

当事業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する方法を採用しております。 

  

  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,107 654,079

受取手形及び売掛金 1,852,600 1,950,580

商品及び製品 310,046 269,836

仕掛品 977,856 1,589,578

原材料及び貯蔵品 8,561 7,829

繰延税金資産 75,510 76,074

その他 141,616 167,991

貸倒引当金 △1,947 △2,691

流動資産合計 4,044,352 4,713,278

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,670,102 1,673,022

減価償却累計額 △1,301,810 △1,314,104

建物（純額） 368,291 358,918

構築物 227,794 227,794

減価償却累計額 △204,420 △205,544

構築物（純額） 23,374 22,250

機械及び装置 2,066,756 1,983,809

減価償却累計額 △1,940,181 △1,865,968

機械及び装置（純額） 126,574 117,841

車両運搬具 10,400 10,400

減価償却累計額 △10,109 △10,149

車両運搬具（純額） 291 250

工具、器具及び備品 298,292 299,117

減価償却累計額 △293,430 △294,607

工具、器具及び備品（純額） 4,861 4,510

土地 1,496,754 1,496,754

リース資産 86,154 98,975

減価償却累計額 △41,772 △47,145

リース資産（純額） 44,381 51,829

有形固定資産合計 2,064,529 2,052,355

無形固定資産 144,906 122,166

投資その他の資産   

投資有価証券 927,754 799,999

関係会社株式 14,093 14,093

繰延税金資産 363,187 372,769

その他 737,466 771,969

貸倒引当金 △6,600 △1

投資その他の資産合計 2,035,902 1,958,830

固定資産合計 4,245,338 4,133,352

資産合計 8,289,691 8,846,630
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,410,092 2,118,282

短期借入金 580,000 1,280,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 145,820 142,120

リース債務 20,951 22,564

未払法人税等 16,919 30,795

前受金 1,344,622 465,195

賞与引当金 95,100 125,190

品質保証引当金 65,023 87,372

その他 243,195 141,763

流動負債合計 3,981,724 4,473,283

固定負債   

社債 620,000 590,000

長期借入金 199,350 201,090

リース債務 39,098 43,015

退職給付引当金 896,783 945,259

環境対策引当金 7,156 7,156

その他 133,959 119,083

固定負債合計 1,896,347 1,905,604

負債合計 5,878,072 6,378,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 831,541 905,993

自己株式 △16,708 △16,803

株主資本合計 2,225,113 2,299,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,358 169,044

繰延ヘッジ損益 147 △771

評価・換算差額等合計 186,505 168,272

純資産合計 2,411,619 2,467,743

負債純資産合計 8,289,691 8,846,630
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,226,446 3,701,751

売上原価 1,720,614 2,934,468

売上総利益 505,831 767,282

販売費及び一般管理費 692,736 649,599

営業利益又は営業損失（△） △186,904 117,682

営業外収益   

受取利息 90 78

受取配当金 15,962 14,562

受取賃貸料 67,585 60,068

保険返戻金 46,749 －

貸倒引当金戻入額 6,513 1,236

雑収入 14,131 7,862

営業外収益合計 151,031 83,810

営業外費用   

支払利息 7,829 7,311

社債利息 7,413 6,880

投資有価証券評価損 4,247 784

不動産賃貸費用 30,071 25,847

雑支出 9,175 3,390

営業外費用合計 58,737 44,214

経常利益又は経常損失（△） △94,610 157,278

特別利益   

固定資産売却益 － 825

特別利益合計 － 825

特別損失   

投資有価証券売却損 － 537

特別損失合計 － 537

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △94,610 157,566

法人税等 5,400 25,395

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,010 132,171
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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