
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   
  

   

   

 
   

     

 
     

   
  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31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 ％

24年12月期第１四半期 934 194.0 141 ― 146 ― 82 ―
23年12月期第１四半期 317 △54.8 △98 ― △64 ― △41 ―

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 97百万円( ―％) 23年12月期第１四半期 △46百万円( ―％)

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12月期第１四半期 14.17 ―
23年12月期第１四半期 △7.04 ―

（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 ％

24年12月期第１四半期 10,178 7,560 74.3
23年12月期 9,957 7,579 76.1

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 7,560百万円 23年12月期 7,579百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年12月期 ―

24年12月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

   23年12月期期末配当金の内訳      普通配当10円 株式公開20周年特別配当10円
   24年12月期（予想）期末配当金の内訳  普通配当10円

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12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

第２四半期(累計) 3,100 28.2 410 △5.9 420 △12.0 240 △7.4 41.00
通期 5,150 1.6 500 △39.8 520 △41.3 300 △28.5 51.25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

     

 

   

 

４．その他

（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 ： 無

（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) 24年12月期１Ｑ 6,392,736株 23年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 539,033株 23年12月期 539,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 5,853,703株 23年12月期１Ｑ 5,854,653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おります。

※ 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、四半期決算短信（添付資料）２ページ

「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により、雇用情勢などは依然

として厳しい状況でありましたが、企業の生産活動や設備投資に緩やかな回復が見られるなど、総じて

緩やかな持ち直しの傾向で推移しました。 

一方世界経済は、中国では内需中心の拡大傾向が緩やかになっており、米国では高い失業率が継続し

つつも緩やかに回復し、欧州では景気が足踏み状態にあるなど、全体としては弱い回復が続きました。

このような状況下、当社グループは国内外で積極的な営業活動を展開した結果、売上高は934百万円

（前年同四半期比194.0％増）となり、利益面につきましては、生産効率の向上等により原価低減が図

られ、営業利益は141百万円（前年同四半期は98百万円の営業損失）、経常利益は146百万円（前年同四

半期は64百万円の経常損失）、四半期純利益は82百万円（前年同四半期は41百万円の四半期純損失）と

なりました。 

なお、当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであ

るため、セグメント情報の記載は省略しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、8,865百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が497百万円、商品及び製品が384百万円増加し、受取手形及び売掛金が437百万円及

び有価証券（譲渡性預金）が149百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、1,312百万円となりました。これは主に、

投資有価証券が18百万円増加し、有形固定資産が７百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、10,178百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.7％増加し、2,304百万円となりました。これは主

に、前受金が492百万円増加し、未払法人税等が262百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、312百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.1％増加し、2,617百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、7,560百万円となりました。これは主

に、配当金の支払い等により利益剰余金が34百万円減少したこと等によるものであります。 

  

業績予想については、平成24年２月10日に公表した業績予想に変更はありません。この予想は、本資

料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ

り予想値と異なる可能性があります。 

  

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
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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。 

  

  

（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） 

当第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．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

（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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,625,259 3,122,624

受取手形及び売掛金 1,155,297 717,303

有価証券 2,712,664 2,562,685

商品及び製品 1,040,486 1,424,909

仕掛品 822,146 746,840

原材料及び貯蔵品 49,532 59,348

繰延税金資産 211,254 189,836

その他 44,589 42,950

貸倒引当金 △1,083 △617

流動資産合計 8,660,147 8,865,882

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 861,069 863,276

減価償却累計額 △648,047 △655,284

建物及び構築物（純額） 213,021 207,991

機械装置及び運搬具 653,538 642,524

減価償却累計額 △499,699 △489,102

機械装置及び運搬具（純額） 153,838 153,422

工具、器具及び備品 306,078 306,834

減価償却累計額 △279,797 △282,697

工具、器具及び備品（純額） 26,281 24,137

土地 648,587 648,899

建設仮勘定 3,045 3,045

有形固定資産合計 1,044,773 1,037,496

無形固定資産   

ソフトウエア 37,869 45,477

ソフトウエア仮勘定 － 3,828

電話加入権 2,179 2,179

その他 248 243

無形固定資産合計 40,297 51,728

投資その他の資産   

投資有価証券 87,185 106,042

繰延税金資産 107,260 99,991

その他 17,355 16,965

投資その他の資産合計 211,801 222,999

固定資産合計 1,296,872 1,312,225

資産合計 9,957,019 10,178,107
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 677,838 650,260

未払金 102,888 96,881

未払法人税等 298,150 36,149

前受金 821,541 1,313,774

賞与引当金 28,351 94,655

アフターサービス引当金 54,487 63,073

その他 79,470 49,767

流動負債合計 2,062,728 2,304,562

固定負債   

繰延税金負債 421 365

退職給付引当金 43,663 36,546

役員退職慰労引当金 270,280 275,857

固定負債合計 314,365 312,769

負債合計 2,377,094 2,617,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,580,813 1,580,813

利益剰余金 5,395,832 5,361,676

自己株式 △421,072 △421,072

株主資本合計 7,806,389 7,772,234

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,282 28,430

繰延ヘッジ損益 295 －

為替換算調整勘定 △243,042 △239,888

その他の包括利益累計額合計 △226,464 △211,457

純資産合計 7,579,925 7,560,776

負債純資産合計 9,957,019 10,178,107
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 317,943 934,632

売上原価 232,969 587,608

売上総利益 84,973 347,023

販売費及び一般管理費 183,576 205,069

営業利益又は営業損失（△） △98,602 141,954

営業外収益   

受取利息 2,305 1,985

受取配当金 30,569 －

作業くず売却益 932 1,221

その他 552 1,110

営業外収益合計 34,360 4,317

営業外費用   

為替差損 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益又は経常損失（△） △64,243 146,271

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,620 －

特別利益合計 1,620 －

特別損失   

固定資産除却損 52 185

災害義援金等 7,132 －

特別損失合計 7,185 185

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（△）

△69,808 146,085

法人税、住民税及び事業税 2,298 41,046

法人税等調整額 △30,868 22,120

法人税等合計 △28,570 63,167

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（△）

△41,238 82,918

四半期純利益又は四半期純損失（△） △41,238 82,918
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31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（△）

△41,238 82,918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,163 12,148

繰延ヘッジ損益 △1,266 △295

為替換算調整勘定 △6,134 3,153

その他の包括利益合計 △5,237 15,006

四半期包括利益 △46,475 97,924

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,475 97,924

㈱小田原エンジニアリング（6149）平成24年12月期 第１四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。 

  

当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであるた
め、記載を省略しております。 

  

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

（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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