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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 8,866 4.8 455 △20.0 556 △19.7 226 △61.5
23年3月期第3四半期 8,456 91.5 569 ― 693 ― 587 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 200百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 557百万円 （―％）

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3月期第3四半期 8.07 ―
23年3月期第3四半期 20.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,095 6,412 34.5
23年3月期 18,814 6,296 32.6
（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  6,252百万円 23年3月期  6,142百万円

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  ：  有  
配当予想の修正については、本日（平成24年2月14日）公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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3月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年2月14日）公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 11,600 △0.7 580 △31.7 680 △33.1 250 △77.1 8.89



(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きの対象外でありますが、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き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、業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料の3ページの「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 28,100,000 株 23年3月期 28,100,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 30,620 株 23年3月期 30,505 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 28,069,431 株 23年3月期3Q 28,070,410 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生にともなうサプライチェーンの毀損や

電力不足といった厳しい供給制約に直面し、さらにタイ洪水の発生によって再び大きな打撃を受けました。ま

た、リーマンショック以降の回復を牽引した新興国経済の減速やユーロ圏の債務危機、長期化する円高等によっ

て輸出環境は著しく悪化しており、わが国の製造業を取り巻く環境はたいへん厳しい状況にあると捉えておりま

す。 

こうした厳しい経営環境に加え、半導体市況の悪化によって当社グループの主要顧客の一つである半導体製造

装置メーカ向けの案件が大幅に縮小したことにより、受注高は7,926百万円（前年同期比2,033百万円減、

△20.4％）と減少しました。売上高は、第３四半期に入り減少したものの、第２四半期までの増額分が寄与し、

8,866百万円（前年同期比410百万円増、+4.8％）となりました。 

利益面に関しては、コスト抑制に努めたものの、給与減額解除の実施や生産体制の増強に伴う人件費の増加等

により、経常利益は556百万円（前年同期比136百万円減、△19.7％）となりました。また、法人税率の変更にと

もない繰延税金資産の取崩を実施した結果、四半期純利益は226百万円（前年同期比361百万円減、△61.5％）と

なりました。 

セグメントの業績は以下のとおりです。 

なお、下記セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含めて表示しております。 

○ 駆動システム 

半導体市況の冷え込みによる設備投資案件の縮小や中国の金融引き締め、欧州債務危機による海外需要の減少

等により、受注額は2,907百万円（前年同期比1,664百万円減、△36.4％）と大幅な減少となりました。また収益

面に関しても受注減速の影響を受け、売上高は3,730百万円（前年同期比187百万円減、△4.8％）、営業利益440

百万円（前年同期比159百万円減、△26.6％）の結果となりました。 

○ 金型システム 

モータコア金型の主要顧客である電機メーカや車載モータメーカ向けの更新金型では、省電力化やレアアース

削減を目的とした需要に底堅さが見られたものの、中国市場の減速、円高による国内での減産、東日本大震災や

タイ洪水による自動車生産ラインの休止等の影響を受けたことにより前年同期に対し受注、売上ともに減少いた

しました。 

当セグメントの受注高は2,174百万円（前年同期比268百万円減、△11.0％）、売上高2,044百万円（前年同期比

66百万円減、△3.1％）、営業損失110百万円（前年同期は営業利益62百万円）の結果となりました。 

○ 機工・計測システム 

東日本大震災やタイ洪水による自動車生産ラインの休止や減産にともなってツーリングやゲージの需要が伸び

悩みましたが、工作機械や半導体材料メーカ向けの超精密表面形状装置の売上が増加したことによりセグメント

全体では大幅な増収となりました。 

 当セグメントの受注高は2,916百万円（前年同期比28百万円減、△1.0％）、売上高3,162百万円（前年同期比

734百万円増、+30.3％）、営業利益145百万円（前年同期は営業損失90百万円）の結果となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

  当第3四半期連結会計期間末の総資産は18,095百万円となり、前連結会計年度末と比較し718百万円減少しまし

た。これは主に売上債権が減少したものであります。 

   一方負債合計は11,683百万円となり、前連結会計年度末と比較し834百万減少しました。これは主に仕入債務等

の減少による流動負債の651百万円の減少と長期借入金、役員退職慰労引当金の減少により固定負債が183百万円減

少したことによるものです。 

  また当第3四半期連結会計期間末の純資産は6,412百万円となり、前連結会計年度末に比較して116百万円の増加

となりました。これは主に株主資本142百万円の増加とその他包括利益累計額32百万円減少したことによるもので

あります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの主要顧客である半導体・エレクトロニクス業界の景況が、昨年央以降急激に冷え込んだことに

加え、第３四半期に入ってタイの洪水被害の影響が予想を超えて広がったこと、更に新興国の減速や、ユーロ圏

の債務危機、長期化する円高の国内輸出産業への影響等が相俟って、当第３四半期連結会計期間における当社グ

ループの受注も大幅な減少を余儀なくされました。平成24年に入って、一部市場において市況の回復の兆しが出

てきておりますが平成24年3月期通期の売上については、当初予想より減少することが避けられない状況です。 

 加えて、法人税率の引き下げ、繰延税金資産の回収可能計算の見直しを加味した当期純利益の減少を含め、平

成23年11月14日に公表した平成24年3月期の連結業績予想を下方修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成24年2月14日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さ

い。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

黒田精工㈱（7726）平成24年3月期 第3四半期決算短信

-3-



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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,314,520 3,238,819

受取手形及び売掛金 3,110,505 2,493,819

商品及び製品 391,234 480,968

仕掛品 1,140,084 1,064,695

原材料及び貯蔵品 371,982 405,562

その他 717,948 657,421

貸倒引当金 △2,582 △1,694

流動資産合計 9,043,692 8,339,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,305,358 3,124,120

土地 3,231,169 3,231,169

その他（純額） 1,083,898 1,371,980

有形固定資産合計 7,620,425 7,727,269

無形固定資産 119,720 115,609

投資その他の資産   

投資有価証券 1,257,111 1,197,478

その他 774,387 717,069

貸倒引当金 △1,132 △1,028

投資その他の資産合計 2,030,365 1,913,519

固定資産合計 9,770,511 9,756,398

資産合計 18,814,204 18,095,990

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,552,948 2,032,891

短期借入金 3,047,408 3,027,863

未払法人税等 56,718 33,202

賞与引当金 214,989 105,804

事業構造改善引当金 10,450 2,960

その他 553,399 581,726

流動負債合計 6,435,914 5,784,448

固定負債   

長期借入金 2,599,490 2,400,489

退職給付引当金 1,916,005 1,913,582

役員退職慰労引当金 194,375 75,560

環境対策引当金 93,872 93,872

その他 1,278,354 1,415,587

固定負債合計 6,082,098 5,899,093

負債合計 12,518,013 11,683,541
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,875,000 1,875,000

資本剰余金 1,451,395 1,451,395

利益剰余金 1,374,784 1,517,184

自己株式 △6,960 △6,982

株主資本合計 4,694,218 4,836,597

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 226,974 123,613

土地再評価差額金 1,314,449 1,413,032

為替換算調整勘定 △93,470 △121,115

その他の包括利益累計額合計 1,447,953 1,415,530

少数株主持分 154,018 160,320

純資産合計 6,296,190 6,412,448

負債純資産合計 18,814,204 18,095,990
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,456,051 8,866,087

売上原価 6,366,779 6,743,403

売上総利益 2,089,272 2,122,683

販売費及び一般管理費 1,520,146 1,667,543

営業利益 569,126 455,139

営業外収益   

持分法による投資利益 77,395 62,472

設備賃貸料 56,395 52,065

受取ロイヤリティー 90,036 78,797

その他 104,303 102,490

営業外収益合計 328,131 295,826

営業外費用   

支払利息 125,953 105,914

その他 77,664 88,186

営業外費用合計 203,617 194,100

経常利益 693,640 556,864

特別利益   

固定資産売却益 2,418 135

投資有価証券売却益 380 －

貸倒引当金戻入額 6,453 －

特別利益合計 9,252 135

特別損失   

固定資産除却損 1,219 150

固定資産売却損 71 －

投資有価証券評価損 － 11,400

クレーム対策関連費用 － 20,488

特別損失合計 1,290 32,039

税金等調整前四半期純利益 701,601 524,961

法人税、住民税及び事業税 39,574 42,739

法人税等調整額 67,687 243,234

法人税等合計 107,261 285,974

少数株主損益調整前四半期純利益 594,340 238,986

少数株主利益 6,501 12,378

四半期純利益 587,839 226,608
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 594,340 238,986

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,640 △103,671

土地再評価差額金 － 98,583

為替換算調整勘定 3,619 △33,721

持分法適用会社に対する持分相当額 － 311

その他の包括利益合計 △37,020 △38,498

四半期包括利益 557,319 200,488

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 550,657 194,186

少数株主に係る四半期包括利益 6,661 6,302
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該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

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 セグメント利益の調整額△4,131千円は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    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おります。  
  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

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 セグメント利益の調整額△20,084千円は、セグメント間取引消去△9,237千円と報告セグメントに帰属し

ない一般管理費△10,847千円であります。 

    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おります。 

  

   

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント   四半期連結損

益計算書計上

額 

（注）２ 

駆動 
システム 

金型 
システム 

機工・計測 
システム 

計 
調整額 

（注）1 

売上高         

外部顧客への売上高 3,917,634 2,110,498 2,427,918 8,456,051 － 8,456,051

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － －

計 3,917,634 2,110,498 2,427,918 8,456,051 － 8,456,051

セグメント利益又は損失(△) 600,429 62,980 △90,151 573,258 △4,131 569,126

  （単位：千円）

  

報告セグメント   四半期連結損

益計算書計上

額 

（注）２ 

駆動 
システム 

金型 
システム 

機工・計測 
システム 

計 
調整額 

（注）1 

売上高         

外部顧客への売上高 3,721,370 2,044,444 3,100,272 8,866,087 － 8,866,087

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
9,173 － 62,289 71,463 △71,463 －

計 3,730,544 2,044,444 3,162,562 8,937,550 △71,463 8,866,087

セグメント利益又は損失(△) 440,711 △110,564 145,077 475,224 △20,084 455,139

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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