
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社森精機製作所 上場取引所 東 大 
コード番号 6141 URL http://www.moriseiki.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 森 雅彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長経理財務本部長 （氏名） 近藤 達生 TEL 052-587-1811（代表）
四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 36,246 25.7 576 ― △923 ― △542 ―
24年3月期第1四半期 28,834 51.5 △1,318 ― △1,290 ― △1,267 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △627百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △1,079百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △4.96 ―
24年3月期第1四半期 △11.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 183,110 92,941 50.0 836.42
24年3月期 185,419 94,718 50.3 852.31
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  91,491百万円 24年3月期  93,230百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 160,000 3.0 8,000 17.8 8,000 35.2 6,500 15.7 59.42



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（１）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。 

(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） 
記載している予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料２ページ「１．当四半
期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
四半期決算補足説明資料は、平成24年7月26日(木)に当社ホームページに掲載を予定しております。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 118,475,312 株 24年3月期 118,475,312 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 9,090,414 株 24年3月期 9,090,403 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 109,384,906 株 24年3月期1Q 110,581,789 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から６月30日）の引合・受注の環境は、日本工作機械工業会が発

表した平成24年１月から６月の工作機械受注実績が前年同期比で5.6%減少する等、欧州信用不安や円高等の影響が

懸念される結果となりました。しかしながら、受注水準は引き続き堅調に推移していくものと想定しており、当社

グループにおいても、米州を中心とした好調な需要に支えられ引き続き高水準の受注が期待できるものと考えてお

ります。 

このような経営環境下において当社グループでは、６月に北京で「CIMES 2012」に出展するとともに、当社伊賀

事業所で開催された「イノベーションデー 2012」では、独国GILDEMEISTER AG（以下、ギルデマイスター社）製を

含む37台の機械を出展し、過去 大数となる10,000名を上回るお客様にご来場いただき、目標を上回る成果をあげ

ることができました。また５月には伊賀事業所にギルデマイスター社製の風力発電装置、蓄電池を導入し、EV・

PHVへの充電及び非常時の電源確保を目的としたエナジーソリューションパークを設置し、環境への負荷軽減に取

り組んでおります。 

製品面では、４月に長尺ワークにも対応した高剛性・高精度CNC旋盤「NLX2500/1250」を、６月には大型ワーク

の重切削加工にも対応した高剛性横形マシニングセンタ「NHX5500」の販売を開始いたしました。従来機に寄せら

れたご要望をもとに改良を重ねることで信頼性の高い設計とし、自動車部品、建設機械、農業機械、油圧・空圧機

器をはじめとする幅広いお客様の生産性向上に貢献いたします。当社は主力機種の「Xクラス」のラインアップ拡

充をとおして、より多くのお客様のニーズにお応えできるよう、高性能で信頼性が高く、投資価値のある製品を市

場に投入してまいります。  

生産面では、米国カリフォルニア州に建設中の北米工場が、７月に操業開始いたしました。また、平成25年９月

の操業開始を目指し、中国・天津市に工場を建設することを決定いたしました。お客様に近いところで生産するこ

とで納期短縮を実現するとともに、日本からの物流費等の諸経費の削減及び生産コストの低減を図ってまいりま

す。国内においては伊賀事業所内に建設したベッド・コラム精密加工工場に加え、５月には機械や機械ユニット組

立を行う第２組立工場が完成いたしました。より一層の生産性向上により、工作機械の部品加工・ユニット組立・

機械組立の工程の整流化を進めてまいります。  

このように当社グループは、グローバルな事業展開を進め、中長期的な成長に向けた施策を積極的に実施してお

ります。  

こうした状況のもとで、当第１四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同四半期比25.7％

増）、営業利益は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業損失）、経常損失は 百万円（前年同四半期は

百万円の経常損失）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の四半期純損失）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の減少

となりました。その主な要因といたしましては、現金及び預金が 百万円、建物及び構築物が 百万円それ

ぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が 百万円減少したことがあげられます。 

なお、純資産は 百万円となり、自己資本比率は50.0％と前連結会計年度末比0.3ポイント悪化しておりま

す。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年５月７日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想に変更はありません。   

  

（１）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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当

第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

36,246

576 1,318 923

1,290 542 1,267

183,110 2,308

1,209 1,195

7,420

92,941

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,549 5,759

受取手形及び売掛金 31,735 24,315

有価証券 101 100

商品及び製品 16,263 16,872

仕掛品 7,571 8,218

原材料及び貯蔵品 19,438 17,988

繰延税金資産 2,158 2,227

未収消費税等 511 635

その他 3,898 6,395

貸倒引当金 △199 △167

流動資産合計 86,028 82,345

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,194 25,389

機械装置及び運搬具（純額） 4,496 4,738

土地 18,717 18,584

リース資産（純額） 3,896 3,780

建設仮勘定 1,370 1,415

その他（純額） 2,886 2,776

有形固定資産合計 55,562 56,685

無形固定資産   

のれん 1,066 974

その他 4,812 4,698

無形固定資産合計 5,878 5,673

投資その他の資産   

投資有価証券 36,021 36,432

長期前払費用 140 150

繰延税金資産 370 479

その他 1,416 1,344

投資その他の資産合計 37,949 38,407

固定資産合計 99,390 100,765

資産合計 185,419 183,110
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,702 10,943

短期借入金 28,778 30,660

1年内償還予定の新株予約権付社債 2,583 －

リース債務 334 350

未払金 5,699 5,926

未払費用 1,689 2,026

未払法人税等 462 367

前受金 980 1,002

未払消費税等 67 48

繰延税金負債 47 42

製品保証引当金 837 806

賞与引当金 195 111

その他 715 1,007

流動負債合計 53,094 53,293

固定負債   

社債 30,000 30,000

リース債務 3,882 3,759

繰延税金負債 1,418 922

再評価に係る繰延税金負債 1,485 1,485

退職給付引当金 341 333

長期未払金 406 302

資産除去債務 63 63

その他 8 9

固定負債合計 37,606 36,876

負債合計 90,701 90,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,132 41,132

資本剰余金 53,863 53,863

利益剰余金 15,312 13,664

自己株式 △11,742 △11,742

株主資本合計 98,565 96,917

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,132 1,063

繰延ヘッジ損益 104 162

土地再評価差額金 1,759 1,759

為替換算調整勘定 △9,331 △8,410

その他の包括利益累計額合計 △5,335 △5,425

新株予約権 466 453

少数株主持分 1,021 995

純資産合計 94,718 92,941

負債純資産合計 185,419 183,110
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 28,834 36,246

売上原価 19,459 25,938

売上総利益 9,375 10,307

販売費及び一般管理費 10,693 9,730

営業利益又は営業損失（△） △1,318 576

営業外収益   

受取利息 13 9

受取配当金 106 129

為替差益 116 －

持分法による投資利益 － 134

その他 111 65

営業外収益合計 347 338

営業外費用   

支払利息 124 136

支払手数料 25 24

為替差損 － 1,432

持分法による投資損失 101 －

その他 67 245

営業外費用合計 319 1,838

経常損失（△） △1,290 △923

特別利益   

固定資産売却益 3 3

受取保険金 － 333

その他 0 11

特別利益合計 3 348

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 1 5

投資有価証券評価損 46 －

災害による損失 32 －

特別損失合計 81 5

税金等調整前四半期純損失（△） △1,369 △579

法人税、住民税及び事業税 78 232

法人税等調整額 △143 △274

法人税等合計 △64 △42

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,304 △537

少数株主利益又は少数株主損失（△） △36 4

四半期純損失（△） △1,267 △542
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,304 △537

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 167 △1,099

繰延ヘッジ損益 △207 －

為替換算調整勘定 240 △1,109

持分法適用会社に対する持分相当額 24 2,118

その他の包括利益合計 225 △90

四半期包括利益 △1,079 △627

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,036 △622

少数株主に係る四半期包括利益 △42 △4
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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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