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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 25,901 53.1 2,059 637.9 2,041 554.8 1,101 250.6
22年3月期第2四半期 16,924 △42.5 279 △76.7 311 △72.6 314 △60.3

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

23年3月期第2四半期 64.17 64.11
22年3月期第2四半期 18.30 ―

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

23年3月期第2四半期 42,960 22,078 48.8 1,220.79
22年3月期 40,361 21,272 50.1 1,178.19

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,956百万円 22年3月期  20,225百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 50,000 26.7 3,500 65.4 3,500 65.7 2,000 △1.5 116.51



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。修正の理由等については、平成22年10月25日発表の「業績予想の修正に関
するお知らせ」をご参照ください。 
２.上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 17,609,130株 22年3月期  17,609,130株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  442,828株 22年3月期  442,582株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,166,353株 22年3月期2Q 17,166,700株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の復調を背景とした輸出と生産の増加、設備投資

の持ち直し等に見られるように、引き続き回復基調にありました。しかし一方で、雇用情勢や消費意欲の向上は依

然として限定的に留まり、急激な円高や株価の下落等、今後の不透明感も払拭されないままです。 

当社グループの主要顧客先である自動車産業においては、中国並びに新興国市場の好調、各国政府主導のイン

センティブ施策の効果などに助けられ、概ね回復傾向を維持しました。 

このような状況を反映して、当社グループの売上高は前年同期を53.1％上回る259億１百万円、営業利益は同

637.9％上回る20億59百万円、経常利益は同554.8％上回る20億41百万円、四半期純利益は同250.6％上回る11億１

百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前期末に比べ25億99百万円増加し429億60百万円となりました。 

流動資産は前期末に比べ28億57百万円増加し、245億７百万円となりました。これは主に、売上の増加に伴う受

取手形及び売掛金の増加等によるものです。 

固定資産は前期末に比べ２億57百万円減少し、184億52百万円となりました。これは、主に、機械装置及び運搬

具の減少によるものです。 

負債は前期末に比べ17億93百万円増加し208億82百万円となりました。これは主に、仕入の増加に伴う支払手形

及び買掛金の増加等によるものです。 

純資産は前期末に比べ８億５百万円増加し220億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金が増加したこ

と、為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ1.3ポイント減少し48.8％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。修正の理由等については、平成22年

10月25日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は５百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は16百万円減少しておりま

す。  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

 これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,616 5,904

受取手形及び売掛金 14,074 12,306

商品及び製品 1,059 994

仕掛品 739 745

原材料及び貯蔵品 873 851

その他 1,171 875

貸倒引当金 △26 △27

流動資産合計 24,507 21,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,508 4,668

機械装置及び運搬具（純額） 5,914 6,244

土地 5,849 5,846

その他（純額） 1,303 1,052

有形固定資産合計 17,575 17,812

無形固定資産   

その他 156 176

無形固定資産合計 156 176

投資その他の資産   

投資有価証券 275 286

その他 454 445

貸倒引当金 △9 △10

投資その他の資産合計 720 721

固定資産合計 18,452 18,710

資産合計 42,960 40,361

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,296 7,107

短期借入金 4,264 4,844

未払法人税等 792 124

賞与引当金 746 577

その他 2,128 1,828

流動負債合計 16,227 14,483

固定負債   

長期借入金 2,817 3,106

退職給付引当金 780 497

役員退職慰労引当金 476 453

負ののれん 25 33

その他 554 513

固定負債合計 4,654 4,605

負債合計 20,882 19,088
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 19,532 18,602

自己株式 △236 △236

株主資本合計 22,254 21,325

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47 57

為替換算調整勘定 △1,346 △1,157

評価・換算差額等合計 △1,298 △1,099

新株予約権 16 14

少数株主持分 1,105 1,032

純資産合計 22,078 21,272

負債純資産合計 42,960 40,361
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 16,924 25,901

売上原価 13,907 20,513

売上総利益 3,016 5,388

販売費及び一般管理費 2,737 3,329

営業利益 279 2,059

営業外収益   

受取利息 11 13

受取配当金 1 2

負ののれん償却額 10 8

為替差益 45 －

その他 88 123

営業外収益合計 157 147

営業外費用   

支払利息 111 72

為替差損 － 84

その他 13 7

営業外費用合計 124 165

経常利益 311 2,041

特別利益   

固定資産売却益 － 14

積立保険返戻金 47 －

その他 26 －

特別利益合計 73 14

特別損失   

固定資産売却損 15 0

固定資産除却損 9 19

減損損失 － 110

その他 － 15

特別損失合計 25 145

税金等調整前四半期純利益 359 1,910

法人税、住民税及び事業税 40 842

法人税等調整額 △3 △162

法人税等合計 36 680

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,229

少数株主利益 8 128

四半期純利益 314 1,101
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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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