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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） 

(注)平成25年３月期より連結財務諸表を作成しており、平成25年３月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、平成25年３月期第１四半期の
数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 892 ― △43 ― △39 ― △40 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △26百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 ―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

26年3月期第1四半期 △5.18 ―
25年3月期第1四半期 ― ―

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 4,434 1,545 34.9
25年3月期 4,356 1,572 36.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,545百万円 25年3月期  1,572百万円

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  
26年３月期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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  ：  無  
平成25年３月期より連結財務諸表を作成しており、平成25年３月期第２四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、第２四半期（累計）の対前年同四
半期増減率については記載しておりません。 

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) 2,100 ― 24 ― 22 ― 20 ― 2.57
通期 4,800 21.0 120 ― 110 ― 100 ― 12.87



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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】Ｐ．３「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。 
２．当期の株式配当につきましては、当社の事業を取り巻く経済環境や市場動向等が不透明であることから、遺憾ながら中間配当は見送りとさせていただき、期
末配当につきましては、その後の業績動向に鑑み判断したいと存じますので、現時点では未定とさせていただき、配当予想の開示が可能となった時点で速やか
に開示いたします。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 7,843,000 株 25年3月期 7,843,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 77,036 株 25年3月期 77,036 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 7,765,964 株 25年3月期1Q 7,767,970 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の金融・財政施策や各種の経済対策等の効果

により、円安や株価の大幅な上昇等の動きが見られ、輸出関連企業を中心に景気回復感が高まりつつあ

ります。 

一方で、円安により輸入原材料の調達価格が上昇してきており、国内製造業の収益圧迫要因となり、

設備投資の回復力は緩慢で、先行指標である機械受注の状況は、依然として低調な推移をたどっており

ます。 

こうした中で、新製品、新技術の開発に注力するとともに、国内需要にとどまらず海外での新規需要

の掘り起こしに積極的に取り組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は1,224百万円、売上高は892百万円となりましたが、

損益については、営業損失が43百万円、経常損失39百万円、四半期純損失40百万円の計上となりまし

た。 

なお、平成25年３月期第１四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同累計期間

との比較分析は行っておりません。 

以下主なセグメントの業績についてご説明申し上げます。 

  

（電源機器） 

電源機器は、前期の後半から、市場に投入しました独自の技術により省電力を実現した新小型インバ

ータ式電源を積極的に販売してまいりました。その結果、受注高は223百万円、売上高は216百万円とな

りました。 

今後は、既存市場での更なるシェアの拡大を図るとともに、ますます多様化する新規市場への積極的

な技術提案を行い、市場の開拓及び受注の拡大を図ってまいります。 

  

（表面処理装置） 

表面処理装置は、昨年の秋に発足しました子会社による現地顧客ニーズに合致した海外生産拠点の設

備需要に対する営業の強化等により、受注の拡大を図りました。その結果、受注高は598百万円、売上

高は332百万円となりました。 

今後も、海外子会社の積極的な活用を図り、国内におきましても、顧客の求める 適な生産方式を実

現する装置の提供により、受注・売上の確保に努めてまいります。 

  

（電気溶接機） 

電気溶接機は、新規・更新需要に対して積極的に取り組み、受注高は142百万円、売上高は201百万円

となりました。 

今後も、一層のグローバル化の進む市場に対し、国内外を問わずユーザーのニーズにきめ細やかに対

応して、受注確保を図るとともに、精密溶接用小型インバータ電源等により新規市場開拓に努めてまい

ります。 

  

（環境機器） 

環境機器は、受注高は128百万円、売上高は89百万円となりました。 

今後は、地球環境保全について国際的な取り組みが進展する中、子会社を積極的に活用して、グロ―

バルに展開してまいります。 

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
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(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1.8％増加し3,614百万円となりました。これは、現金及び預金

が195百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が144百万円、仕掛品が120百万円増加したことなど

によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1.8％増加し820百万円となりました。これは、投資その他の資

産が18百万円増加したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ1.8％増加し4,434百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ5.0％増加し2,103百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が27百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ0.4％増加し785百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3.7％増加し2,888百万円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.7％減少し1,545百万円となりました。これは、利益剰余金

が40百万円減少したことなどによります。  

  

当第１四半期連結会計期間末における業績につきましては、概ね当初の予想範囲内であるため、平成

25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 なお、記載の業績予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績は、今後様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得

る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。  

  

（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
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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。 

  

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
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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 1,324,601 1,128,925

受取手形及び売掛金 1,518,942 1,662,948

商品及び製品 72,025 62,282

仕掛品 467,648 588,311

原材料及び貯蔵品 102,419 116,589

その他 66,665 56,213

貸倒引当金 △1,200 △1,200

流動資産合計 3,551,102 3,614,070

固定資産   

有形固定資産 304,165 300,513

無形固定資産 12,440 12,255

投資その他の資産 489,284 507,445

固定資産合計 805,890 820,214

資産合計 4,356,992 4,434,285

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 820,225 848,047

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 3,966 1,985

その他 338,951 413,406

流動負債合計 2,003,143 2,103,438

固定負債   

退職給付引当金 531,647 539,865

役員退職慰労引当金 222,200 210,600

その他 27,952 34,796

固定負債合計 781,800 785,262

負債合計 2,784,943 2,888,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,585 225,585

利益剰余金 738,575 698,346

自己株式 △11,612 △11,612

株主資本合計 1,455,549 1,415,320

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,790 125,345

為替換算調整勘定 2,709 4,918

その他の包括利益累計額合計 116,500 130,264

純資産合計 1,572,049 1,545,584

負債純資産合計 4,356,992 4,434,285
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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)

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 892,726

売上原価 720,195

売上総利益 172,530

販売費及び一般管理費 215,705

営業損失（△） △43,174

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 2,963

為替差益 2,715

その他 703

営業外収益合計 6,401

営業外費用  

支払利息 2,238

持分法による投資損失 354

その他 198

営業外費用合計 2,791

経常損失（△） △39,564

税金等調整前四半期純損失（△） △39,564

法人税、住民税及び事業税 664

法人税等合計 664

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,228

四半期純損失（△） △40,228

㈱中央製作所(6846)　平成26年３月期　第１四半期決算短信[日本基準](連結)

6



 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)

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損失（△） △40,228

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 11,555

為替換算調整勘定 2,208

その他の包括利益合計 13,763

四半期包括利益 △26,465

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △26,465

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。   

  

 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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生産、受注及び販売の状況（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 当第１四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 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四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) 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

 (１)生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 262,147 ―

表面処理装置 435,503 ―

電気溶接機 179,365 ―

環境機器 126,222 ―

その他 19,606 ―

合計 1,022,845 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同四半期比
(％)

電源機器 223,750 ― 298,252 ―

表面処理装置 598,589 ― 939,906 ―

電気溶接機 142,303 ― 70,584 ―

環境機器 128,635 ― 95,243 ―

その他 131,152 ― 103,038 ―

合計 1,224,431 ― 1,507,025 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 216,103 ―

表面処理装置 332,439 ―

電気溶接機 201,616 ―

環境機器 89,565 ―

その他 53,001 ―

合計 892,726 ―
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