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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 9,547 △5.1 466 △29.9 929 50.6 952 187.2
25年3月期第1四半期 10,065 △15.0 665 △49.8 617 △52.5 331 △69.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,098百万円 （668.2％） 25年3月期第1四半期 273百万円 （△81.9％）

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 12.97 11.74
25年3月期第1四半期 4.52 4.09

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 86,768 54,979 63.4
25年3月期 84,343 53,167 63.0

（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  54,979百万円 25年3月期  53,167百万円

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 ― 5.00 ― 4.00 9.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 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  ：  有  
 

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) 20,000 4.4 1,100 14.7 1,600 85.3 1,400 359.8 19.06
通期 42,000 16.8 3,000 153.1 3,000 104.7 2,300 ― 31.32



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1)四半期連結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。 

(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
半期連結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などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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およ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)３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。 

※  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 73,499,875 株 25年3月期 73,499,875 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 59,601 株 25年3月期 59,769 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 73,440,037 株 25年3月期1Q 73,442,534 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済対策等による景況感の改善や円高の

是正等を背景に、輸出や生産には持ち直しの動きが見られました。一方、海外経済においては、米国で

は緩やかな景気回復が継続しましたものの、欧州経済の回復の遅れや中国等のアジア地域における成長

鈍化等により、景気の下振れが懸念される状況が続きました。 

このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、グローバル市場での販売拡大に引き続き

注力するとともに、国際競争力を強化するための諸施策に取り組みました。 

販売面につきましては、プライベートショーやミニ展示会の活用等による「ユーザーに密着した提案

型営業活動」を積極的に展開し、新規市場や既存顧客の需要開拓に注力しました。 

製品開発面につきましては、当社独自の環境負荷低減製品「メンテナンスフリーシリーズ」で高いコ

ストパフォーマンスを実現した新シリーズや、密封性能を大幅に向上させた高防じん仕様の直動案内機

器を市場投入したほか、リニアモータ駆動の位置決めテーブル『ナノリニアＮＴ』の高精度タイプのバ

リエーションを拡充するなど、ユーザーの視点に立った製品群の充実を図りました。 

生産面につきましては、海外生産体制の強化を図るべく、生産子会社であるIKO THOMPSON VIETNAM 

CO., LTD.の生産拡充に努めるとともに、原価低減活動を推進するなど、コスト構造の改善に傾注いた

しました。 

当社グループの営業状況をみますと、国内外において前期第３四半期を底に半導体製造装置や電子部

品実装機等のエレクトロニクス関連機器向け等に回復の兆しが見られました。海外市場においては、北

米地域では工作機械向けや医療機器向けを中心に需要は堅調に推移しましたものの、欧州地域およびア

ジア地域では、昨年秋頃より需要に底入れの兆しは見られますが、総じて回復スピードは緩慢であり、

グループ全体として前年同期の水準までには至りませんでした。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ5.1％減の9,547百万円となり

ました。収益面につきましては、減収のほか生産調整を継続したことから営業利益は466百万円(前年同

期比29.9％減)となりましたが、為替の円安効果等により経常利益は929百万円(前年同期比50.6％増)、

四半期純利益は952百万円(前年同期比187.2％増)となりました。 

セグメントについて、当社グループは、針状ころ軸受および直動案内機器等(以下、軸受等)ならびに

諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。なお、部門別売

上高では、軸受等は8,369百万円(前年同期比5.5％減)、諸機械部品は1,177百万円(前年同期比2.5％減)

となりました。 

  
 

  

  

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

部門別売上高 （単位 百万円）

区 分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

比 較 増 減(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日

至 平成24年６月30日) 至 平成25年６月30日)

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

% % %

軸受等 8,857 88.0 8,369 87.7 △488 △5.5

諸機械部品 1,207 12.0 1,177 12.3 △29 △2.5

売上高合計 10,065 100.0 9,547 100.0 △518 △5.1
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資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,425百万円増加し86,768百万円となりました。これは主に、

現金及び預金1,208百万円、投資有価証券851百万円等の増加と、たな卸資産1,052百万円等の減少によ

るものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ612百万円増加し31,788百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金471百万円、未払法人税等293百万円等の増加と、長期借入金437百万円等の減少によ

るものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,812百万円増加し54,979百万円となりました。これは主

に、利益剰余金658百万円、その他有価証券評価差額金552百万円、為替換算調整勘定593百万円の増加

等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当第１四半期連結累計期間において費用削減および為替が円安に推移

したことにより、第２四半期連結累計期間の業績予想における営業利益、経常利益および四半期純利益

を上方修正いたしました。なお、通期につきましては、当社グループを取り巻く経済環境は、国内では

景気回復へ向けた動きが進展するものと期待されますが、海外経済は欧州や新興国をはじめとして先行

き不透明な状況が続くと思われますので、平成25年５月13日に公表しました連結業績予想値を据え置く

ことといたします。 

  

・税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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

ております。 

  

(2) 財政状態に関する説明

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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 10,095 11,303

受取手形及び売掛金 8,696 8,924

商品及び製品 15,614 14,796

仕掛品 10,672 10,563

原材料及び貯蔵品 7,990 7,865

その他 3,108 4,475

貸倒引当金 △25 △23

流動資産合計 56,151 57,905

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 9,451 9,241

その他（純額） 9,378 9,616

有形固定資産合計 18,829 18,858

無形固定資産 396 420

投資その他の資産

投資有価証券 6,106 6,958

その他 2,922 2,667

貸倒引当金 △64 △41

投資その他の資産合計 8,965 9,584

固定資産合計 28,191 28,863

資産合計 84,343 86,768

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,487 4,958

1年内返済予定の長期借入金 3,556 3,586

未払法人税等 125 419

役員賞与引当金 70 17

その他 2,575 2,988

流動負債合計 10,815 11,970

固定負債

社債 5,000 5,000

新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 9,179 8,711

退職給付引当金 1,096 1,021

その他 84 84

固定負債合計 20,360 19,818

負債合計 31,176 31,788
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 31,870 32,528

自己株式 △378 △369

株主資本合計 53,911 54,578

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,173 1,725

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 △1,918 △1,324

その他の包括利益累計額合計 △744 401

純資産合計 53,167 54,979

負債純資産合計 84,343 86,768
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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：百万円)

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 10,065 9,547

売上原価 7,215 6,890

売上総利益 2,849 2,656

販売費及び一般管理費 2,183 2,190

営業利益 665 466

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 64 52

為替差益 － 408

その他 22 68

営業外収益合計 88 532

営業外費用

支払利息 51 43

その他 85 26

営業外費用合計 137 69

経常利益 617 929

特別損失

投資有価証券評価損 86 －

特別損失合計 86 －

税金等調整前四半期純利益 531 929

法人税等 199 △22

少数株主損益調整前四半期純利益 331 952

四半期純利益 331 952
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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：百万円)

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 331 952

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △539 552

繰延ヘッジ損益 2 △0

為替換算調整勘定 478 593

その他の包括利益合計 △58 1,145

四半期包括利益 273 2,098

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 273 2,098
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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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