
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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２四半期 93,458 3.1 7,938 4.5 9,673 14.2 5,037 △22.7
25年３月期第２四半期 90,666 △7.2 7,595 △37.9 8,470 △35.8 6,513 △22.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 11,260百万円( 78.6％) 25年３月期第２四半期 6,305百万円(△40.8％)

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２四半期 39.52 39.49
25年３月期第２四半期 51.33 51.29

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 217,114 130,025 56.3
25年３月期 203,056 120,857 56.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 122,129百万円 25年３月期 114,038百万円

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

25年３月期 18.00 16.00 34.00

26年３月期 18.00

26年３月期(予想) 20.00 38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 198,900 10.8 18,500 23.2 22,100 23.5 13,900 4.7 109.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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 ： 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

（４）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) 26年３月期２Ｑ 128,265,799株 25年３月期 128,265,799株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 735,789株 25年３月期 828,516株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 127,483,647株 25年３月期２Ｑ 126,906,371株

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意） 
・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主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５ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 (３) 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。 
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当第２四半期連結累計期間における当社を取り巻く世界の事業環境は、欧州諸国の景気低迷継続や中

国経済の成長鈍化が見られる一方、日本経済においては安倍政権の経済政策アベノミクスへの期待感を
背景に円安が定着しており、緩やかな持ち直しの傾向が続きました。 
 このような中、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績については、精密減速機事業や舶用機
器事業において売上が減少したものの、鉄道車両用機器の国内向けの増加や航空機器、油圧機器と自動
ドア事業での円安効果を受けて、売上高は前年同期に比べ増収となり、営業利益も増益となりました。
経常利益については営業外損益の改善により増益となりましたが、四半期純利益については、前年同期
に計上したグループ会社の株式交換完全子会社化に伴う負ののれん発生益が当期には発現しなかったほ
か、退職給付制度改定損の発生により減益となりました。 
  

① 受注高、売上高、営業利益 
当第２四半期連結累計期間の受注高は、前年同期比14,443百万円（16.1％）増加し104,148百万円と

なりました。売上高は、前年同期比2,791百万円(3.1％)増加の93,458百万円となり、営業利益は同343
百万円(4.5％)増加し、7,938百万円となりました。売上高営業利益率は同0.1ポイント増加し、8.5％と
なりました。 
  
セグメント別概況は次のとおりです。 
  

【受注高】 

                                                  （単位：百万円） 

 
  

【売上高】 

                                                  （単位：百万円） 

 
  

【営業利益】 

                                                  （単位：百万円） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

前第2四半期 
連結累計期間 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

増減率（％）

精密機器事業 19,981 21,491 7.6

輸送用機器事業 19,023 23,348 22.7

航空・油圧機器事業 27,543 27,670 0.5

産業用機器事業 23,156 31,637 36.6

合計 89,704 104,148 16.1

前第2四半期 
連結累計期間 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

増減率（％）

精密機器事業 20,314 19,513 △3.9

輸送用機器事業 22,565 23,960 6.2

航空・油圧機器事業 25,713 26,538 3.2

産業用機器事業 22,073 23,445 6.2

合計 90,666 93,458 3.1

前第2四半期 
連結累計期間 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

増減率（％）

精密機器事業 2,146 2,665 24.1

輸送用機器事業 2,452 2,581 5.3

航空・油圧機器事業 1,689 1,840 9.0

産業用機器事業 1,306 851 △34.8

合計 7,595 7,938 4.5
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【精密機器事業】 

精密機器事業の受注高は、前年同期比7.6％増加し21,491百万円となりました。売上高は前年同期比
3.9％減少の19,513百万円、営業利益は同24.1％増加し2,665百万円となりました。 
 精密減速機の売上高は、産業用ロボットメーカー向けの需要減を受けて減収となりましたが、固定費
削減及び生産性改善により営業利益は増加しました。 

  
【輸送用機器事業】 

輸送用機器事業の受注高は、前年同期比22.7％増加し23,348百万円となりました。売上高は前年同期
比6.2％増加の23,960百万円、営業利益は同5.3％増加の2,581百万円となりました。 
 鉄道車両用機器は、国内向け売上の増加により増収増益となりました。商用車用機器では、東南アジ
ア向けの需要は堅調に推移しましたが、国内補修向けの需要減により売上高、営業利益とも減少しまし
た。舶用機器は、船舶市況低迷の影響を受けて減収減益となりました。 
  

【航空・油圧機器事業】 
航空・油圧機器事業の受注高は、前年同期比0.5％増加し27,670百万円となりました。売上高は前年

同期比3.2％増加の26,538百万円、営業利益は同9.0％増加し1,840百万円となりました。 
 航空機器は、民間航空機需要の拡大および円安効果により増収となりましたが、アフターサービスビ
ジネスの減少を受けて営業利益は減少しました。油圧機器は、円安効果もあり増収増益となりました。
  

【産業用機器事業】 
産業用機器事業の受注高は、前年同期比36.6％増加し31,637百万円となりました。売上高は前年同期

比6.2％増加の23,445百万円、営業利益は同34.8％減少の851百万円となりました。 
 自動ドアは、国内市況は横ばいでしたが、円安の影響を受け増収となりました。また、営業利益は製
品構成の変化により減少しました。包装機は、海外向けの売上減少により減収減益となりました。 
  

（参考）地域ごとの情報 
【売上高】 

                                                  （単位：百万円） 

 
(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。 
   ２ アジア向けの増は主に油圧機器の中国向け増加によるものです。 
     ３ 北米向けの増は主に航空機器の増加によるものです。 
     ４ ヨーロッパ向けの減は主に精密減速機の減少によるものです。 
  
② 経常利益 
 当第２四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比1,203百万円(14.2％)増加の9,673百万円となりま
した。  
  主な増加要因は、前述の通り営業利益が増加したことによるものでありますが、営業外収益は持分法
による投資利益の増加や、為替差益の発生により前年同期比667百万円増加の1,943百万円、営業外費用
は為替差損が発生しなかったこと等により前年同期比192百万円減少の208百万円となりました。 
  
③ 四半期純利益 
 当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は前年同期比1,475百万円(22.7％)減少の5,037百万円とな
りました。  
  特別利益は、前年同期に計上したグループ会社の株式交換完全子会社化に伴う負ののれん発生益が今
期は発現しなかったこと等により前年同期比1,032百万円減少の42百万円、特別損失は、退職給付制度
改定損の発生等により、前年同期比837百万円増加の938百万円となりました。 
 以上の結果、税金等調整前四半期純利益は前年同期比667百万円減少の8,776百万円となりました。法
人税等は前年同期比865百万円増加の3,510百万円となり、少数株主利益は、前年同期比56百万円減少の
228百万円となりました。 

前第2四半期 
連結累計期間 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

増減率（％）

日本 52,074 53,262 2.3

アジア 17,483 19,130 9.4

北米 5,652 7,169 26.8

ヨーロッパ 15,296 13,661 △10.7

その他地域 159 233 46.5

合計 90,666 93,458 3.1
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① 資産、負債及び純資産の状況 
                                                  （単位：百万円） 

   

 (資産)  
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は120,693百万円、固定資産は96,421百万円であり、その結

果、総資産は217,114百万円と前連結会計年度末比14,058百万円の増加となりました。主な増加要因
は、現金及び預金の増加7,179百万円、たな卸資産の増加2,620百万円、投資有価証券の増加2,435百万
円及び無形固定資産の増加1,764百万円であります。 
  

 (負債) 
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は65,803百万円、固定負債は21,286百万円であり、その結

果、負債合計は87,089百万円と前連結会計年度末比4,891百万円の増加となりました。主な増加要因は
支払手形及び買掛金の増加2,304百万円であります。 
  

 (純資産) 
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は130,025百万円であり、自己資本は122,129百万円と前連

結会計年度末比8,090百万円の増加となりました。主な増加要因は、四半期純利益5,037百万円による利
益剰余金の増加、在外子会社の為替変動による為替換算調整勘定の増加4,237百万円であります。一
方、主な減少要因は、配当による利益剰余金の減少2,049百万円であります。 

  
② キャッシュ・フローの状況 

                                                 （単位：百万円） 

   

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動に
より獲得した資金11,349百万円を主に設備投資、借入金の返済、配当金の支払等に充てた結果、
45,377百万円と前連結会計年度末比5,177百万円の増加となりました。 
  
(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、前第２四半期連結累計
期間比5,230百万円収入が増加し、11,349百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に
税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、仕入債務の増加によるものであります。一方、減少要
因としては主にたな卸資産の増加、法人税等の支払によるものであります。 

  
(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、前第２四半期連結累計
期間比5,174百万円支出が減少し、4,041百万円の資金の減少となりました。これは主に有形固定資産
の取得によるものであります。 

  
(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、前第２四半期連結累計
期間比4,811百万円支出が減少し、3,192百万円の資金の減少となりました。減少要因としては主に借
入金の返済及び配当金の支払によるものであります。 

（２）財政状態に関する説明

前連結会計年度末 
(平成25年３月31日）

当第2四半期 
連結会計期間末 

(平成25年９月30日）
増減額

総資産 203,056 217,114 14,058

負債 82,198 87,089 4,891

純資産 120,857 130,025 9,167

前第2四半期 
連結会計期間末 

(平成24年９月30日）

当第2四半期 
連結会計期間末 

(平成25年９月30日）
増減額

営業活動による 
キャッシュ・フロー

6,119 11,349 5,230

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△9,215 △4,041 5,174

フリーキャッシュ・フロー △3,096 7,308 10,405

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△8,003 △3,192 4,811
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平成26年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績及び今後の動向等を踏まえ、平成25年5月10日に発
表しました平成26年３月期通期の業績予想を修正することとしました。 
詳細につきましては、平成25年10月31日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 
なお、平成25年５月10日に公表しました連結業績予想との差異は以下の通りです。  
  
平成26年３月期通期 連結業績予想数値の修正   

  

 ① 売上高 
 

  

 ② 営業利益 
 

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

  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

前回発表予想 (Ａ) 201,000 22,000 25,100 15,900 125 29

今回修正予想 (Ｂ) 198,900 18,500 22,100 13,900 109 03

増減額 (Ｂ－Ａ) △2,100 △3,500 △3,000 △2,000 ―  

増減率 (％) △1.0 △15.9 △12.0 △12.6 ―  

前期実績 179,543 15,013 17,890 13,269 104 57

          (単位：百万円)

 
精密機器 輸送用機器 航空・油圧機器 産業用機器 計

前回発表予想 (Ａ)
(平成25年5月10日発表)

44,600 48,700 53,200 54,500 201,000

今回修正予想 (Ｂ) 43,300 49,800 52,400 53,400 198,900

増減額 (Ｂ－Ａ) △1,300 1,100 △800 △1,100 △2,100

増減率 (％) △2.9 2.3 △1.5 △2.0 △1.0

前期実績 41,578 44,262 45,746 47,956 179,543

          (単位：百万円)

 
精密機器 輸送用機器 航空・油圧機器 産業用機器 計

前回発表予想 (Ａ)
(平成25年5月10日発表)

7,100 5,300 4,600 5,000 22,000

今回修正予想 (Ｂ) 6,300 5,200 3,100 3,900 18,500

増減額 (Ｂ－Ａ) △800 △100 △1,500 △1,100 △3,500

増減率 (％) △11.3 △1.9 △32.6 △22.0 △15.9

前期実績 5,354 4,214 1,836 3,608 15,013
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 該当事項はありません。 

  

  

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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

算しています。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

退職給付制度の改定 

 当社は平成25年７月１日付で確定給付企業年金制度を終了し、その全額を確定拠出企業年金制度に

移行することにより、確定拠出企業年金制度が退職給付制度に占める割合を、これまでの30％から

60％に引き上げております。 

 本移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準

適用指針第１号）を適用し、第２四半期連結累計期間において特別損失を837百万円計上しておりま

す。 

２．サマリー情報(注記事項)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

（４）追加情報
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,904 21,084

受取手形及び売掛金 45,131 45,454

有価証券 26,998 24,999

商品及び製品 3,957 4,640

仕掛品 7,808 9,659

原材料及び貯蔵品 8,764 8,850

繰延税金資産 2,606 2,629

その他 2,994 3,555

貸倒引当金 △118 △179

流動資産合計 112,048 120,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,042 46,710

減価償却累計額 △27,504 △28,300

建物及び構築物（純額） 16,537 18,410

機械装置及び運搬具 60,129 63,052

減価償却累計額 △41,497 △43,837

機械装置及び運搬具（純額） 18,631 19,215

工具、器具及び備品 21,290 22,439

減価償却累計額 △19,022 △19,836

工具、器具及び備品（純額） 2,267 2,602

土地 14,592 14,677

建設仮勘定 2,447 866

有形固定資産合計 54,475 55,772

無形固定資産   

のれん 15,808 17,246

その他 1,771 2,096

無形固定資産合計 17,579 19,343

投資その他の資産   

投資有価証券 16,902 19,337

繰延税金資産 482 480

その他 1,716 1,620

貸倒引当金 △147 △133

投資その他の資産合計 18,953 21,304

固定資産合計 91,008 96,421

資産合計 203,056 217,114
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,026 30,330

短期借入金 6,098 5,619

1年内返済予定の長期借入金 70 10,043

未払法人税等 3,222 3,572

製品保証引当金 1,105 930

受注損失引当金 14 4

その他 13,783 15,302

流動負債合計 52,322 65,803

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,220 378

退職給付引当金 7,022 6,503

役員退職慰労引当金 187 186

繰延税金負債 1,376 1,819

その他 1,070 2,399

固定負債合計 29,876 21,286

負債合計 82,198 87,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 19,026 19,011

利益剰余金 83,606 86,592

自己株式 △739 △606

株主資本合計 111,894 114,997

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,294 2,043

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 851 5,088

その他の包括利益累計額合計 2,144 7,132

新株予約権 304 236

少数株主持分 6,514 7,658

純資産合計 120,857 130,025

負債純資産合計 203,056 217,114
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高 90,666 93,458

売上原価 68,322 69,280

売上総利益 22,344 24,177

販売費及び一般管理費 14,748 16,238

営業利益 7,595 7,938

営業外収益   

受取利息 63 64

受取配当金 40 38

受取賃貸料 117 117

持分法による投資利益 816 1,286

為替差益 － 308

その他 238 128

営業外収益合計 1,275 1,943

営業外費用   

支払利息 125 105

為替差損 166 －

その他 108 103

営業外費用合計 401 208

経常利益 8,470 9,673

特別利益   

固定資産売却益 37 3

出資金売却益 － 38

ゴルフ会員権売却益 10 －

負ののれん発生益 1,026 －

特別利益合計 1,074 42

特別損失   

固定資産処分損 45 36

投資有価証券評価損 1 －

株式交換関連費用 53 －

退職給付制度改定損 － 837

環境対策費 － 65

特別損失合計 100 938

税金等調整前四半期純利益 9,444 8,776

法人税等 2,645 3,510

少数株主損益調整前四半期純利益 6,798 5,266

少数株主利益 284 228

四半期純利益 6,513 5,037
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,798 5,266

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △741 728

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 239 5,116

持分法適用会社に対する持分相当額 8 148

その他の包括利益合計 △493 5,994

四半期包括利益 6,305 11,260

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,916 10,025

少数株主に係る四半期包括利益 388 1,234
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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 9,444 8,776

減価償却費 3,833 3,640

のれん償却額 394 485

負ののれん発生益 △1,026 －

株式報酬費用 48 52

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △267 △519

受取利息及び受取配当金 △104 △103

支払利息 125 105

持分法による投資損益（△は益） △816 △1,286

固定資産売却損益（△は益） △37 3

固定資産処分損益（△は益） 45 36

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

出資金売却及び評価損益（△は益） － △38

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △10 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,244 994

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,605 △1,181

仕入債務の増減額（△は減少） △2,607 1,289

その他 708 2,023

小計 10,360 14,296

利息及び配当金の受取額 258 314

利息の支払額 △124 △101

法人税等の支払額 △4,375 △3,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,119 11,349

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △26 △120

定期預金の払戻による収入 － 185

有形固定資産の取得による支出 △8,354 △3,507

有形固定資産の売却による収入 63 112

無形固定資産の取得による支出 △502 △476

無形固定資産の売却による収入 － 15

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

出資金の売却による収入 － 145

ゴルフ会員権の売却による収入 13 －

関係会社株式の取得による支出 △63 △57

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る支出

△82 △463

その他 △256 132

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,215 △4,041
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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） △5,591 △994

長期借入金の返済による支出 △34 △58

少数株主からの払込みによる収入 396 20

自己株式の取得による支出 △1 △2

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △2,156 △2,048

少数株主への配当金の支払額 △617 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,003 △3,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 330 1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,769 5,177

現金及び現金同等物の期首残高 50,023 40,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,253 45,377
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（４）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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Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 

 
(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高に係る調整額は、セグメント間取引消去△626百万円であります。  

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います。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
(重要な負ののれんの発生益) 
「産業用機器事業」セグメントにおいて、当社を完全親会社としナブコドア株式会社を完全子会社と

する株式交換を、平成24年８月１日にて完了しております。 
 なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては1,019百
万円であります。 

  
３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に伴
い、第１四半期連結会計期間より、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人
税法に基づく方法に変更しております。   
 当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「精密機器事業」のセグメント
利益が30百万円、「輸送用機器事業」のセグメント利益が６百万円、「航空・油圧機器事業」のセグメ
ント利益が20百万円、「産業用機器事業」のセグメント利益が２百万円それぞれ増加しております。 

  

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

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)

精密 

機器事業

輸送用 

機器事業

航空・油圧

機器事業

産業用 

機器事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 20,314 22,565 25,713 22,073 90,666 ― 90,666

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
12 80 488 44 626 (626) ―

計 20,326 22,646 26,201 22,118 91,293 (626) 90,666

セグメント利益 2,146 2,452 1,689 1,306 7,595 ― 7,595
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Ⅱ  当第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 

 
(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高に係る調整額は、セグメント間取引消去△683百万円であります。  

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います。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
該当事項はありません。  

  
３．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。  

(単位：百万円)

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)

精密 

機器事業

輸送用 

機器事業

航空・油圧

機器事業

産業用 

機器事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 19,513 23,960 26,538 23,445 93,458 ― 93,458

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
29 78 536 38 683 (683) ―

計 19,543 24,038 27,075 23,483 94,141 (683) 93,458

セグメント利益 2,665 2,581 1,840 851 7,938 ― 7,938
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① 生産高 

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 
  

② 受注残高 

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 
  

（１）セグメント別生産高、受注残高

報告セグメントの名称

前第2四半期連結累計期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

精密機器事業 21,502 22.8 19,217 20.1

輸送用機器事業 23,478 24.9 24,169 25.2

航空・油圧機器事業 26,338 27.9 27,857 29.1

産業用機器事業 22,998 24.4 24,577 25.6

合計 94,318 100.0 95,821 100.0

報告セグメントの名称

前第2四半期連結累計期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日

当第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

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

精密機器事業 12,294 17.6 10,825 13.6

輸送用機器事業 15,896 22.7 15,758 19.7

航空・油圧機器事業 26,086 37.2 28,837 36.1

産業用機器事業 15,733 22.5 24,391 30.6

合計 70,011 100.0 79,813 100.0
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