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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第66期

第１四半期累計期間
第67期

第１四半期累計期間
第66期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 1,160,238 2,126,545 7,812,498

経常利益 (千円) 62,771 124,487 390,326

四半期(当期)純利益 (千円) 57,879 82,810 298,602

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) 25,216 21,242 15,840

資本金 (千円) 954,000 954,000 954,000

発行済株式総数 (千株) 14,520 14,520 14,520

純資産額 (千円) 2,929,253 3,486,678 3,320,512

総資産額 (千円) 8,148,729 10,583,992 11,366,667

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 4.02 5.75 20.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 4.00

自己資本比率 (％) 35.9 32.9 29.2
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業の内容に重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）におけるわが国経済は、政府・日銀の

経済・金融政策を背景に、企業収益や雇用環境の改善が見られるなど、総じて回復基調に推移してまいりまし

た。一方、円安に伴う原材料価格の高騰が続いているほか、中東情勢に加え、ギリシャ財政問題、中国経済に減

速感がみられるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めた結果、当第１四半期累計期間における売上

高は21億２千６百万円（前年同四半期11億６千万円、83.3％増）を確保しました。

利益面では、継続的な原価低減、経費削減に努めた結果、営業利益７千７百万円（前年同四半期２千２百万

円、249.5％増）、経常利益１億２千４百万円（前年同四半期６千２百万円、98.3％増）、四半期純利益８千２

百万円（前年同四半期５千７百万円、43.1％増）となりました。

各セグメント別の業績は次のとおりであります。

包装機械部門におきましては、前年度に引き続き菓子・食品業界向け贈答用包装機械、製袋充填機などが好調

に推移し、包装ラインシステム、製紙業界向け包装機などの売上も加え、売上高10億８千８百万円（前年同四半

期７億２千万円、51.1％増）、営業利益７千３百万円（前年同四半期１千１百万円、520.3％増）となりまし

た。

生産機械部門におきましては、昨年度受注した大型プロジェクト案件が今期においても継続的に売上を計上し

ており、売上高10億３千８百万円（前年同四半期４億４千万円、136.0％増）、営業利益１億２千５百万円（前

年同四半期１億２千２百万円、2.8％増）となりました。

また、共通費は１億２千１百万円（前年同四半期１億１千１百万円、8.6％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて13.8％減少し、60億２千９百万円となりました。これは、仕掛品が１億６

千３百万円増加したのに対し、現金及び預金が９億４百万円、受取手形及び売掛金が２億７千４百万円それぞれ

減少したことなどによります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて4.1％増加し、45億５千４百万円となりました。これは、投資有価証券が

２億９百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて6.9％減少し、105億８千３百万円となりました。

 

 

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて16.1％減少し、53億４百万円となりました。これは、賞与引当金が６千万

円増加したのに対し、前受金が４億２千３百万円、支払手形及び買掛金が３億５千９百万円それぞれ減少したこ

となどによります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて4.0％増加し、17億９千２百万円となりました。これは、長期借入金が２

千８百万円減少したのに対し、繰延税金負債が６千７百万円増加したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて11.8％減少し、70億９千７百万円となりました。

 

 

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて5.0％増加し、34億８千６百万円となりました。これは、その他有価証

券評価差額金が１億４千１百万円、利益剰余金が２千５百万円それぞれ増加したことなどによります。

 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は１千９百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,520,000 14,520,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1,000株であります

計 14,520,000 14,520,000 ― ―
 

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年６月30日 ― 14,520,000 ― 954,000 ― 456,280
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年６月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式    114,000
― ―

(相互保有株式)

普通株式    327,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,928,000 13,928 ―

単元未満株式 普通株式 　 151,000 ― ―

発行済株式総数          14,520,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,928 ―
 

(注)　上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

  平成27年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

㈱東京自働機械製作所

東京都千代田区岩本町
３丁目10番７号

114,000 ― 114,000 0.79

(相互保有株式)

東京施設工業㈱

千葉県富里市七栄字
南新木戸538番地２

327,000 ― 327,000 2.25

計 ― 441,000 ― 441,000 3.04
 

 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成27年４月１日から平成27年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「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」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　  ①  資産基準                       2.78%

    ②  売上高基準                     1.48%

    ③  利益基準                       0.64%

    ④  利益剰余金基準               △0.28%

     ※会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,638,576 2,734,005

  受取手形及び売掛金 1,516,125 1,241,610

  商品及び製品 484,658 460,597

  仕掛品 794,668 957,784

  原材料及び貯蔵品 6,299 6,897

  繰延税金資産 195,259 195,259

  その他 369,763 443,236

  貸倒引当金 △12,577 △10,142

  流動資産合計 6,992,773 6,029,248

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,732,636 1,732,636

    減価償却累計額 △1,346,924 △1,354,598

    建物（純額） 385,711 378,037

   構築物 227,794 227,794

    減価償却累計額 △210,396 △210,778

    構築物（純額） 17,397 17,015

   機械及び装置 1,870,211 1,870,211

    減価償却累計額 △1,754,075 △1,759,497

    機械及び装置（純額） 116,135 110,714

   車両運搬具 10,255 10,255

    減価償却累計額 △9,619 △9,701

    車両運搬具（純額） 635 553

   工具、器具及び備品 282,285 282,999

    減価償却累計額 △274,398 △274,743

    工具、器具及び備品（純額） 7,886 8,255

   土地 1,512,578 1,512,578

   リース資産 136,478 153,448

    減価償却累計額 △63,875 △70,919

    リース資産（純額） 72,602 82,528

   有形固定資産合計 2,112,947 2,109,684

  無形固定資産 83,978 84,635

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,440,527 1,649,531

   関係会社株式 58,704 58,704

   その他 677,754 652,206

   貸倒引当金 △18 △18

   投資その他の資産合計 2,176,967 2,360,423

  固定資産合計 4,373,894 4,554,743

 資産合計 11,366,667 10,583,992
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,501,065 2,141,409

  短期借入金 320,000 －

  1年内返済予定の長期借入金 207,520 190,820

  リース債務 134,281 131,159

  未払法人税等 35,531 44,859

  前受金 2,546,856 2,123,421

  賞与引当金 242,523 302,550

  品質保証引当金 143,366 163,844

  その他 190,405 206,440

  流動負債合計 6,321,550 5,304,505

 固定負債   

  社債 300,000 300,000

  長期借入金 392,190 363,360

  リース債務 97,237 108,985

  退職給付引当金 800,834 819,065

  環境対策引当金 24,137 24,137

  繰延税金負債 8,361 75,793

  その他 101,842 101,467

  固定負債合計 1,724,603 1,792,808

 負債合計 8,046,154 7,097,314

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 954,000 954,000

  資本剰余金 456,280 456,280

  利益剰余金 1,332,231 1,357,419

  自己株式 △19,908 △20,008

  株主資本合計 2,722,603 2,747,691

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 597,909 738,986

  評価・換算差額等合計 597,909 738,986

 純資産合計 3,320,512 3,486,678

負債純資産合計 11,366,667 10,583,992
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 1,160,238 2,126,545

売上原価 788,896 1,684,900

売上総利益 371,342 441,645

販売費及び一般管理費 349,148 364,074

営業利益 22,193 77,570

営業外収益   

 受取利息 6 377

 受取配当金 19,156 18,000

 受取賃貸料 35,158 43,081

 貸倒引当金戻入額 2,501 2,434

 雑収入 3,461 3,392

 営業外収益合計 60,285 67,286

営業外費用   

 支払利息 3,135 2,846

 社債利息 2,928 882

 不動産賃貸費用 13,430 15,913

 雑支出 212 727

 営業外費用合計 19,706 20,369

経常利益 62,771 124,487

特別損失   

 固定資産除却損 0 17

 特別損失合計 0 17

税引前四半期純利益 62,771 124,469

法人税等 4,892 41,659

四半期純利益 57,879 82,810
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　該当事項はありません。

 

 

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第１四半期累計期間

(自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日)

１　税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。
 

 

 

 

 

(四半期貸借対照表関係)

　該当事項はありません。

 

 

 

 

(四半期損益計算書関係)

　該当事項はありません。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 30,049千円 32,189千円
 

 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 57,644 4 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

 

当第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 57,622 4 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(持分法損益等)

 

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

関連会社に対する投資の金額 12,693千円 12,693千円

持分法を適用した場合の投資の
金額

368,471千円 389,640千円
 

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

持分法を適用した場合の
投資利益の金額

25,216千円 21,242千円
 

 

 

 

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

 

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６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

    (単位：千円)

 包装機械 生産機械 合計
調整額
(注)１

四半期損益計算書

計上額

(注)２

売上高      

  外部顧客への売上高 720,149 440,089 1,160,238 ― 1,160,238

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 720,149 440,089 1,160,238 ― 1,160,238

セグメント利益 11,835 122,219 134,054 △111,860 22,193

 

(注) １. セグメント利益の調整額△111,860千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務部・Ｃ

Ｓ部等管理部門の人件費・経費等であります。

    ２. セグメント利益は、四半期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。
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Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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

    (単位：千円)

 包装機械 生産機械 合計
調整額
(注)１

四半期損益計算書

計上額

(注)２

売上高      

  外部顧客への売上高 1,088,072 1,038,472 2,126,545 ― 2,126,545

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,088,072 1,038,472 2,126,545 ― 2,126,545

セグメント利益 73,415 125,587 199,002 △121,432 77,570

 

(注) １. セグメント利益の調整額△121,432千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務部・Ｃ

Ｓ部等管理部門の人件費・経費等であります。

    ２. セグメント利益は、四半期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。

 

 
 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 4.02 円 5.75円

    (算定上の基礎)   

四半期純利益　(千円) 57,879 82,810

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 57,879 82,810

普通株式の期中平均株式数 (株) 14,410,757 14,405,346
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月７日

株式会社　東京自働機械製作所

取締役会 御中

東 陽 監 査 法 人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   吉　田　　光　一　郎　 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   鈴　　木　　裕　　子   印

 

 

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京自

働機械製作所の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第67期事業年度の第１四半期会計期間(平成27年４月１日

から平成27年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京自働機械製作所の平成27年６月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社　東京自働機械製作所(E01534)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第１四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

