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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 87,432 △15.3 7,331 △41.2 5,531 △41.5 3,742 △38.8

24年3月期第2四半期 103,208 12.0 12,461 30.3 9,454 8.0 6,111 7.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 5,594百万円 （△37.9％） 24年3月期第2四半期 9,006百万円 （407.7％）

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2四半期 29.16 ―

24年3月期第2四半期 47.52 ―

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2四半期 286,408 176,998 61.2 1,385.59
24年3月期 288,333 175,516 60.3 1,352.00

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  175,412百万円 24年3月期  173,864百万円

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  
 

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
25年3月期 ― 9.00

25年3月期（予想） ― 9.00 18.00

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  ：  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

通期 165,000 △16.2 9,000 △54.4 7,900 △58.6 5,000 △60.4 39.50



(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P.5「2.サマリー情報（その他）に関する事項 (2)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 

（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P.5「2.サマリー情報（その他）に関する事項 (3)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 
・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、添付資
料P.4「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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2Q 133,856,903 株 24年3月期 133,856,903 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 7,259,292 株 24年3月期 5,258,742 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 128,335,562 株 24年3月期2Q 128,599,270 株
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当第２四半期連結累計期間においては、欧州政府の債務問題が続く中で新興国の経済成長が鈍化し世

界経済の減速へと波及しました。海外では、米国経済は相対的に堅調に推移した一方、欧州経済は後退

局面に転じ、欧州が最大の輸出先となる中国、さらには他の新興国においても成長は鈍化しました。国

内では、復興需要やエコカー補助金などにより内需を中心として回復基調で推移しましたが、海外経済

の鈍化を背景として輸出に弱い動きが見られました。 

 当社グループでは、「グローバル展開」と「新規分野への展開」によるビジネス領域の拡大を成長戦

略として掲げ、事業を展開しています。とりわけ中期的な需要の拡大が見込まれる中国では、積極的に

販売網を拡充するとともに生産能力の増強を図ってきました。加えて、その他新興国においてもメキシ

コで新たな工場の建設に着工するなど、将来の成長に向けた投資を積極的に行っています。また、震災

を契機として拡大する免震・制震装置の需要を着実に取り込むべく積極的に拡販に努めるなど、新たな

市場の開拓により一層注力しています。当第２四半期累計期間においては、前半はスマートフォンやタ

ブレットPCなどに関る投資に牽引されエレクトロニクス関連を中心として需要に回復の動きが見られる

中、積極的な拡販に努めました。しかしながら、夏場以降それらの需要が減少したことなどから、連結

売上高は前年同期に比べて157億７千５百万円（15.3％）減少し874億３千２百万円となりました。 

 コスト面では、収益基盤の強化に向けた部門横断プロジェクト「P25プロジェクト」をはじめとした

各種改善活動が減益幅の抑制に寄与いたしましたが、売上高の減少幅が大きかったことなどにより、売

上高原価率は前年同期に比べて1.8ポイント上昇し73.0％となりました。 

 販売費及び一般管理費は、各種費用の抑制や業務の効率化に努めたことに加え、売上高が減少したこ

となどにより、前年同期に比べて９億７千４百万円（5.7％）減少し162億６千２百万円となりました

が、売上高に対する比率は前年同期に比べて1.9ポイント上昇し18.6％となりました。 

 これらの結果、営業利益は前年同期に比べて51億２千９百万円(41.2％)減少し73億３千１百万円とな

り、売上高営業利益率は3.7ポイント低下し8.4％となりました。 

 営業外損益は、持分法による投資利益が１億２千６百万円となった一方、為替差損が21億５千７百万

円となったことなどにより、17億９千９百万円の損失となりました。 

 これらの結果、経常利益は前年同期に比べて39億２千２百万円(41.5％)減少し55億３千１百万円、四

半期純利益は23億６千８百万円(38.8％)減少し37億４千２百万円となりました。 

  

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
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 セグメントの業績は次のとおりであります。  

(日本)  

 日本では、前半は復興需要やエコカー補助金などにより内需を中心として回復基調で推移しました

が、後半は海外経済の鈍化を背景として輸出に弱い動きが見られました。当社においては、前半はスマ

ートフォンやタブレットPCなどに関る投資に牽引されエレクトロニクス関連を中心として需要が緩やか

な回復基調で推移する中、積極的な営業活動を展開するとともに新規分野への開拓により一層注力しま

した。しかしながら、夏場以降エレクトロニクス関連を中心として需要が減少したことなどから、売上

高は前年同期に比べて98億５百万円（14.9％）減少し560億３千８百万円となりました。また、収益基

盤の強化に向けた部門横断プロジェクト「P25プロジェクト」をはじめとした各種改善活動が減益幅の

抑制に寄与いたしましたが、売上高の減少幅が大きかったことなどにより、営業利益は前年同期に比べ

て48億７千１百万円（45.9％）減少し57億４千１百万円となりました。 

  

(米州)  

 米州では、経済が堅調に推移する中、自動車生産が好調に推移し、設備投資は緩やかに増加しまし

た。そのような中、製販一体となって既存顧客との取引拡大並びに新規分野の開拓に努めた結果、工作

機械、一般機械、輸送用機器向けなどにおいて売上高を増加させることができ、売上高は前年同期に比

べて３億６千８百万円（3.3％）増加し113億９千７百万円となりました。一方、営業利益は、為替が円

高ドル安に進行したことなどにより、前年同期に比べて１億８千６百万円（25.6％）減少し５億４千万

円となりました。 

  

(欧州) 

 欧州では、政府の債務問題の影響により経済が後退局面に転じる中、アジア経済の成長の鈍化を背景

としてこれまで需要を牽引していた機械メーカーのアジア向けの輸出も減少しました。そのような中、

当社においては製販一体となって既存顧客の取引拡大並びに新規分野を開拓すべく積極的な営業活動を

展開しましたが、既存顧客向けの需要が減少したことなどにより、売上高は前年同期に比べて20億９千

８百万円（20.2％）減少し83億１千２百万円となりました。しかしながら、売上高の減少に加え為替が

円高ユーロ安に進行する中、生産性の向上を図るとともに各種費用の抑制に努めたことなどにより、営

業利益は前年同期に比べて３億８千４百万円増加し３千万円となりました。 

  

(中国) 

 中国では、昨年の夏場以降、金融引き締めの影響などにより主力の工作機械向けを中心として需要に

弱い動きが見られましたが、スマートフォンやタブレットPCなどに関る投資に牽引され、春先以降小型

の工作機械向けなど一部の需要に改善の動きが見られました。そのような中、これまで強化してきた販

売網を活かし積極的な営業活動を展開しましたが、小型の工作機械向けを除き全般的に需要が低調に推

移したことなどから、売上高は前年同期に比べて23億７百万円（26.3％）減少し64億６千９百万円とな

りました。営業利益は、売上高の減少に加えて、将来の成長に向けた積極的な投資などの結果、前年同

期に比べて14億３千３百万円（82.8％）減少し２億９千７百万円となりました。 

  

(その他) 

 その他では、台湾やインド、並びにASEAN各国などにおいて、エレクトロニクス向けに加えて小型の

工作機械向けなど一部の需要に改善の動きが見られました。そのような中、既存顧客との取引拡大並び

に新規顧客を開拓すべく積極的な営業活動を展開しましたが、好調だった前年同期に比べて売上高は19

億３千２百万円（27.0％）減少し52億１千４百万円となりました。営業利益は、為替が円高に進行した

ことなどにより、前年同期に比べて１億８千６百万円（56.3％）減少し１億４千４百万円となりまし

た。 
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総資産は、現金及び預金が11億６千万円、機械装置及び運搬具（純額）が７億２千万円増加しました

が、受取手形及び売掛金が31億２千６百万円、投資有価証券が４億９千６百万円減少したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べ19億２千４百万円減少の2,864億８百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金が14億８千万円、未払法人税等が８億３千５百万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べ34億６百万円減少の1,094億１千万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が23億２千７百万円、為替換算調整勘定が22億３千２百万円増加しましたが、

自己株式の取得に伴い25億６千４百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ14億８千１

百万円増加の1,769億９千８百万円となりました。 

  

当期の連結業績予想につきましては、本日（平成24年11月13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」をご参照ください。 

  

（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。 

  

（税金費用の計算） 

一部の連結子会社については、当第２四半期連結累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

乗じて計算する方法を採用しております。 

  

【会計方針の変更】 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ15百万円増加しております。 

  

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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 110,788 111,949

受取手形及び売掛金 53,034 49,908

商品及び製品 10,411 9,955

仕掛品 4,858 4,426

原材料及び貯蔵品 10,965 10,933

その他 8,739 6,813

貸倒引当金 △145 △130

流動資産合計 198,652 193,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,395 23,552

機械装置及び運搬具（純額） 34,052 34,772

その他（純額） 22,164 23,779

有形固定資産合計 79,612 82,104

無形固定資産   

のれん 1,413 1,266

その他 1,193 1,188

無形固定資産合計 2,606 2,454

投資その他の資産   

投資有価証券 4,841 4,344

その他 2,699 3,721

貸倒引当金 △77 △71

投資その他の資産合計 7,462 7,993

固定資産合計 89,680 92,552

資産合計 288,333 286,408
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,661 26,181

短期借入金 117 83

未払法人税等 2,151 1,316

賞与引当金 3,122 3,062

その他 11,488 10,544

流動負債合計 44,542 41,187

固定負債   

社債 40,000 40,000

長期借入金 20,000 20,000

退職給付引当金 2,982 2,973

役員退職慰労引当金 114 99

製品保証引当金 109 131

その他 5,068 5,018

固定負債合計 68,274 68,222

負債合計 112,816 109,410

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,606 34,606

資本剰余金 44,584 44,584

利益剰余金 121,161 123,489

自己株式 △11,362 △13,926

株主資本合計 188,990 188,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 777 329

為替換算調整勘定 △15,903 △13,671

その他の包括利益累計額合計 △15,126 △13,341

少数株主持分 1,652 1,585

純資産合計 175,516 176,998

負債純資産合計 288,333 286,408
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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２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 103,208 87,432

売上原価 73,509 63,838

売上総利益 29,698 23,594

販売費及び一般管理費 17,237 16,262

営業利益 12,461 7,331

営業外収益   

受取利息 172 183

持分法による投資利益 535 126

その他 475 570

営業外収益合計 1,183 880

営業外費用   

支払利息 304 355

為替差損 3,727 2,157

その他 158 166

営業外費用合計 4,190 2,679

経常利益 9,454 5,531

特別利益   

固定資産売却益 7 17

補助金収入 21 19

特別利益合計 29 37

特別損失   

固定資産除売却損 56 19

投資有価証券評価損 13 1

退職給付制度改定損 323 －

その他 85 0

特別損失合計 479 20

税金等調整前四半期純利益 9,004 5,548

法人税、住民税及び事業税 2,251 1,375

法人税等調整額 478 389

法人税等合計 2,730 1,764

少数株主損益調整前四半期純利益 6,273 3,783

少数株主利益 162 41

四半期純利益 6,111 3,742
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 四半期連結包括利益計算書 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,273 3,783

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △248 △449

為替換算調整勘定 2,833 2,203

持分法適用会社に対する持分相当額 147 56

その他の包括利益合計 2,732 1,810

四半期包括利益 9,006 5,594

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,608 5,526

少数株主に係る四半期包括利益 397 67
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 9,004 5,548

減価償却費 5,116 4,692

固定資産除売却損益（△は益） 48 1

引当金の増減額（△は減少） △1,643 △83

受取利息及び受取配当金 △208 △216

支払利息 304 355

為替差損益（△は益） 2,265 △109

持分法による投資損益（△は益） △535 △126

投資有価証券評価損益（△は益） 13 1

のれん償却額 127 268

売上債権の増減額（△は増加） △3,372 3,272

たな卸資産の増減額（△は増加） 114 1,024

仕入債務の増減額（△は減少） 1,691 △1,544

その他 △1,029 1,086

小計 11,897 14,171

利息及び配当金の受取額 207 365

利息の支払額 △303 △356

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,920 △1,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,881 12,198

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △6,435 △7,339

固定資産の売却による収入 26 67

事業譲受による支出 △269 －

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

保険積立金の解約による収入 3,354 －

貸付けによる支出 △1 △36

貸付金の回収による収入 30 1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△147 －

子会社株式取得による少数株主への支出 － △240

その他 △6 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,458 △7,554

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,031 △1,417

少数株主への配当金の支払額 △643 －

自己株式の取得による支出 △1 △2,564

リース債務の返済による支出 △77 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,754 △4,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 314 601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 982 1,160

現金及び現金同等物の期首残高 100,104 110,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 270 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 101,356 111,949

ＴＨＫ㈱（6481） 平成25年3月期 第2四半期決算短信

10



該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

      ２ 日本、中国以外の各区分に属する主な国又は地域 

          (１) 米州…………米国等 

  (２) 欧州…………独国、英国、蘭国等 

  (３) その他………台湾、シンガポール等 

    ３ セグメント利益（損失）の調整額は、全額セグメント間取引消去であります。 

    ４ セグメント利益（損失）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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

日本 米州 欧州 中国 その他 合計
調整額 
(注)３

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）４

売上高

  外部顧客への売上高 65,844 11,028 10,411 8,777 7,146 103,208 ― 103,208

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

23,597 114 8 1,686 69 25,476 (25,476) ―

計 89,441 11,143 10,419 10,464 7,216 128,685 (25,476) 103,208

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

10,613 727 △354 1,730 330 13,048 (587) 12,461
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

      ２ 日本、中国以外の各区分に属する主な国又は地域 

          (１) 米州…………米国等 

  (２) 欧州…………独国、英国、蘭国等 

  (３) その他………台湾、シンガポール等 

    ３ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去であります。 

    ４ 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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

(有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 「会計方針の変更等」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成24年度の法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降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の方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ15百万円増加しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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。 

  

(単位：百万円)

日本 米州 欧州 中国 その他 合計
調整額 
(注)３

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）４

売上高

  外部顧客への売上高 56,038 11,397 8,312 6,469 5,214 87,432 ― 87,432

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

16,924 12 5 2,403 156 19,502 (19,502) ―

計 72,963 11,409 8,318 8,873 5,370 106,935 (19,502) 87,432

セグメント利益 5,741 540 30 297 144 6,754 576 7,331

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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