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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 11,189 28.3 837 ― 792 ― 357 ―

22年3月期第2四半期 8,718 △34.4 △189 ― △156 ― △545 ―

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 20.84 ―

22年3月期第2四半期 △31.58 ―

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 15,756 9,547 60.1 565.00
22年3月期 15,437 9,499 60.9 544.26

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,468百万円 22年3月期  9,407百万円

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  

現時点では期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.00 7.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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  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 21,500 3.7 1,300 89.1 1,250 69.7 600 0.1 35.02



(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  有  
（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）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およ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。 
（2）当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、業績及び将来の事業展開等を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経
営環境の先行きが依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.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 17,310,069株 22年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  551,515株 22年3月期  26,009株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,133,710株 22年3月期2Q 17,285,349株



「参考」個別業績予想
平成23年3月期の個別業績予想（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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,000 2.1 1,000 94.6 1,200 58.8 600 △ 21.0 35 02

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

1株当たり

当期純利益
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループが関係する自動車業界におきましては、エコカー減税や補助金政策が後押しして、国内自動車販売

台数が大幅な増加となったこともあり、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高

が、11,189百万円（前年同四半期比28.3％増）となりました。 

 売上の状況を地域別に申し上げますと、日本では客先生産台数の増加により、エアコンパネルなど表示系製品の

生産が増加した結果、売上高は10,591百万円となりました。アジアでは客先生産台数の増加により、売上高が

1,247百万円となりました。  

 利益につきましては、売上増加による操業度益や徹底した固定費削減、生産効率化など原価低減活動にグループ

をあげて取り組んできた結果、営業利益837百万円（前年同四半期は営業損失189百万円）、経常利益792百万円

（前年同四半期は経常損失156百万円）、四半期純利益357百万円（前年同四半期は四半期純損失545百万円）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現金及び預金や有形固定資産などが減少したものの、関係会社預け金などの増加によ

り、前期末に比べ318百万円増加し、15,756百万円となりました。負債については仕入債務の減少などがあったも

のの、未払法人税等の増加や資産除去債務の計上などにより、前期末に比べ270百万円増加し、6,208百万円となり

ました。純資産については利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ48百万円増加し、9,547百万円となりまし

た。自己資本比率は60.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、第２四半期の業績および足元の自動車生産動向を踏まえ、通期の業績予想を修正して

おります。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

（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 

 （棚卸資産の評価方法） 

  四半期連結会計期間における棚卸高の算出に際して、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 （法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ1,371千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は94,300千円減少しております。  

   

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：千円）

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 777,837 882,394 

受取手形及び売掛金 3,747,003 3,854,322 

有価証券 901,413 796,017 

商品及び製品 262,850 246,780 

仕掛品 559,752 584,221 

原材料及び貯蔵品 495,609 525,932 

繰延税金資産 110,368 191,499 

関係会社預け金 3,564,686 2,453,403 

その他 23,755 68,431 

流動資産合計 10,443,278 9,603,005 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,453,301 1,473,456 

機械装置及び運搬具（純額） 2,586,760 2,938,420 

その他（純額） 750,712 877,417 

有形固定資産合計 4,790,774 5,289,294 

無形固定資産 95,266 108,515 

投資その他の資産   

その他 486,556 496,121 

貸倒引当金 △59,227 △59,227 

投資その他の資産合計 427,329 436,894 

固定資産合計 5,313,370 5,834,704 

資産合計 15,756,649 15,437,709 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,878,702 3,115,952 

未払法人税等 262,877 19,450 

引当金 74,779 73,867 

その他 1,649,091 1,546,374 

流動負債合計 4,865,450 4,755,644 

固定負債   

退職給付引当金 1,165,778 1,125,321 

役員退職慰労引当金 72,900 57,453 

資産除去債務 100,340 － 

その他 4,424 － 

固定負債合計 1,343,443 1,182,774 

負債合計 6,208,894 5,938,418 
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（単位：千円）

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 1,563,777 1,563,777 

資本剰余金 2,198,186 2,198,186 

利益剰余金 5,778,662 5,543,105 

自己株式 △139,318 △9,503 

株主資本合計 9,401,307 9,295,565 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,785 118,252 

為替換算調整勘定 △12,520 △6,814 

評価・換算差額等合計 67,265 111,438 

少数株主持分 79,181 92,286 

純資産合計 9,547,754 9,499,291 

負債純資産合計 15,756,649 15,437,709 
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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：千円）

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 8,718,931 11,189,677 

売上原価 8,200,685 9,635,493 

売上総利益 518,246 1,554,184 

販売費及び一般管理費 707,631 716,421 

営業利益又は営業損失（△） △189,384 837,763 

営業外収益   

受取利息 9,822 12,198 

為替差益 12,081 － 

作業くず売却益 2,892 6,652 

その他 23,791 13,952 

営業外収益合計 48,587 32,803 

営業外費用   

為替差損 － 55,412 

固定資産廃棄損 9,855 3,419 

その他 5,376 19,426 

営業外費用合計 15,231 78,258 

経常利益又は経常損失（△） △156,028 792,307 

特別損失   

減損損失 19,168 17,130 

事業再編損 376,666 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92,929 

特別損失合計 395,835 110,059 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△551,864 682,248 

法人税、住民税及び事業税 3,066 275,295 

法人税等還付税額 － △7,488 

法人税等調整額 △18,685 51,324 

法人税等合計 △15,619 319,132 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 363,116 

少数株主利益 9,656 6,031 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △545,901 357,085 
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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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