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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）

 (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 19,974 29.8 607 466.4 515 258.9 403 281.2

22年３月期第２四半期 15,387 △23.5 107 △73.1 143 △60.4 105 △51.2

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 45 40 ─

22年３月期第２四半期 11 91 ─

 (2) 連結財政状態

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 20,303 8,592 41.6 949 30

22年３月期 21,528 8,468 38.6 936 02

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 8,436百万円 22年３月期 8,318百万円

2. 配当の状況

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 ─ 15. 00 15. 00

23年３月期 ─ 0 00

23年３月期(予想) ─ 15. 00 15. 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)

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 39,000 13.8 1,200 51.8 1,200 44.5 1,000 70.9 112. 52



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

・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は終了してお

ります。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）P.４ 「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.５ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 9,127,338株 22年３月期 9,127,338株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 239,967株 22年３月期 239,898株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 8,887,391株 22年３月期２Ｑ 8,887,527株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内の経済対策効果やアジアを中心とする海外経済

などに支えられ、企業収益の改善や輸出の増加などが続き、順調に回復いたしました。 

  しかしながら、依然として雇用・所得環境が厳しい状況で推移する中、為替が円高に進行し続けている

ことと併せ、経済対策の各種制度の期限終了など、足元では回復の度合いが鈍化しつつあると思われま

す。 

このような環境のもと、当社グループは自動車分野、エレクトロニクス分野における営業活動の強化を

推進すると共に、好調な精密機器分野においては、タイ、ベトナム工場を中心に生産管理体制及び品質管

理体制の強化を推進してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19,974百万円（前年同期比29.8％増）、営業利益は

607百万円（前年同期比466.4％増）、経常利益は515百万円（前年同期比258.9％増）、四半期純利益は

403百万円（前年同期比281.2％増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  

自動車市場に対して、樹脂成形事業を核としたメーカー機能と商事機能を有機的に活用し、高付

加価値部品の製造・販売を展開しております。 

  当該事業の業績は、エコカー減税（環境対応車普及促進税制）の駆け込み需要を追い風に、HEV

（ハイブリッド車）、EV（電気自動車）向け成形品及び高効率内燃機関用部品の需要が回復基調に

あり、堅調に推移しました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は5,159百万円、セグメン

ト利益は198百万円となりました。 

電子部品、半導体、FPD（フラットパネル・ディスプレイ）、LED市場に対して、商事機能を活用

した国内外での調達、販売を展開しております。 

  当該事業の業績は、個人消費は力強さに欠けたものの、エコポイント制度（グリーン家電普及促

進事業）による消費刺激効果や電子部品等の輸出向け需要が下支えとなり、堅調に推移しました。

  この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は7,376百万円、セグメン

ト利益は73百万円となりました。 

ＯＡ、精密機器市場に対して、海外生産機能及び商事機能を軸に製造・販売活動を展開しており

ます。 

  当該事業の業績は、主力工場であるタイ・コラート工場にて生産するデジタル一眼レフカメラ部

品と、ベトナム工場で生産するプリンターユニットが好調に推移しました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における当セグメントの売上高3,806百万円、セグメント

利益は336百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等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

モビリティ事業

エレクトロニクス事業

精密機器事業
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水回り、ブラインドなどの住宅設備市場に対して、商事機能を軸に販売を展開しております。 

  当該事業の業績は、住宅エコポイント制度（グリーン家電普及促進事業）の活用により住宅着工

戸数は持ち直しつつあるものの本格回復には至らず、売上は伸び悩みました。しかしながら、海外

経済の改善と共にかねてから堅調であった米国向け給湯器用部品需要等に支えられる結果となりま

した。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの売上高は1,267百万円、セグメント

利益は49百万円となりました。 

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＦＩＤ事業等を含んでおります。 

  当第２四半期連結累計期間におけるその他の売上高は2,861百万円、セグメント利益は8百万円と

なりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,880百万円減少し12,975百万円となりました。これは受取手

形及び売掛金が532百万円増加したものの現金及び預金が2,527百万円減少したことなどが主な要因となっ

ております。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて655百万円増加し7,327百万円となりました。これは、投資有価

証券が273百万円増加したことに加え、有形固定資産合計が171百万円増加したことなどが主な要因となっ

ております。 

  この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1,224百万円減少し20,303百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて902百万円減少し8,953百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金が356百万円増加したものの短期借入金が1,253百万円減少したことなどが主な要因となっており

ます。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて446百万円減少し2,756百万円となりました。これは長期借入金

が416百万円減少したことなどが主な要因となっております。 

  この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて1,349百万円減少し11,710百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて124百万円増加し8,592百万円となりました。これはその他有

価証券評価差額金が82百万円減少したものの利益剰余金が270百万円増加したことなどが主な要因となっ

ております。 

  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より3.0ポイント増加の41.6%となりました。 

  

住宅設備事業

その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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今後のわが国経済は、急速な円高と欧米経済の景気回復ペース鈍化などの影響から、輸出を中心に減速

感が高まり始め、景気拡大を支えてきた政府景気刺激策も期限切れを迎えつつあり、失業率も高水準に推

移するなど厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループでは市場の縮小に対応して、2015年ビジョンの達成に向けた体制構

築の年と定め、マーケットを軸とした国内及び海外の包括的な戦略の展開を目的とした事業領域別マネジ

メント体制を構築すると共に、海外ビジネス戦略の明確化、新事業領域の開拓、並びに関係会社とのシナ

ジーの発揮を進めております。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました第２四半期連

結累計期間の連結予想を修正しております。詳細は、平成22年11月10日に公表いたしました「業績予想修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  なお、通期連結業績予想については、平成22年５月14日に公表の業績予想に変更はありません。 

  

(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。 

  

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定し

ております。 

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、且つ、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

来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。 

  

第１四半期連結累計期間より、「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及び経常利益はそれぞれ2,009千円減少し、税

金等調整前四半期純利益は27,699千円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は51,321千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 4,512,736 7,039,869

受取手形及び売掛金 7,087,248 6,555,228

たな卸資産 1,087,942 942,033

繰延税金資産 122,971 123,004

未収入金 89,327 120,865

その他 114,226 113,764

貸倒引当金 △38,542 △38,251

流動資産合計 12,975,911 14,856,512

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,461,605 4,499,965

減価償却累計額 △1,681,344 △1,658,210

建物及び構築物（純額） 2,780,261 2,841,755

機械装置及び運搬具 4,191,056 4,300,080

減価償却累計額 △3,200,406 △3,551,773

機械装置及び運搬具（純額） 990,649 748,307

工具、器具及び備品 634,774 604,073

減価償却累計額 △456,279 △422,343

工具、器具及び備品（純額） 178,494 181,730

土地 549,275 552,136

建設仮勘定 25,167 28,176

有形固定資産合計 4,523,849 4,352,105

無形固定資産

その他 140,020 128,859

無形固定資産合計 140,020 128,859

投資その他の資産

投資有価証券 1,154,205 881,017

繰延税金資産 21,499 18,234

その他 1,539,528 1,343,190

貸倒引当金 △51,698 △51,879

投資その他の資産合計 2,663,534 2,190,563

固定資産合計 7,327,405 6,671,528

資産合計 20,303,316 21,528,040
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,935,965 5,579,114

短期借入金 886,600 2,139,800

1年内返済予定の長期借入金 839,780 870,821

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 53,364 54,721

賞与引当金 217,959 188,970

その他 869,800 872,815

流動負債合計 8,953,470 9,856,242

固定負債

社債 365,000 440,000

長期借入金 1,386,376 1,803,105

繰延税金負債 75,308 117,880

再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300

退職給付引当金 600,557 641,541

環境対策引当金 10,502 10,502

負ののれん 27,606 30,282

その他 286,211 154,586

固定負債合計 2,756,863 3,203,199

負債合計 11,710,333 13,059,442

純資産の部

株主資本

資本金 3,137,754 3,137,754

資本剰余金 2,343,068 2,343,068

利益剰余金 3,855,186 3,585,048

自己株式 △155,161 △155,124

株主資本合計 9,180,847 8,910,745

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 92,038 174,464

土地再評価差額金 6,789 6,789

為替換算調整勘定 △842,909 △773,182

評価・換算差額等合計 △744,081 △591,928

新株予約権 36,276 36,441

少数株主持分 119,940 113,339

純資産合計 8,592,983 8,468,598

負債純資産合計 20,303,316 21,528,040
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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 15,387,548 19,974,326

売上原価 13,383,121 17,268,013

売上総利益 2,004,427 2,706,313

販売費及び一般管理費 1,897,096 2,098,411

営業利益 107,330 607,902

営業外収益

受取利息 7,262 7,349

受取配当金 5,066 6,628

仕入割引 11,345 13,526

為替差益 31,792 －

その他 54,763 28,125

営業外収益合計 110,230 55,630

営業外費用

支払利息 63,319 68,844

為替差損 － 73,988

その他 10,525 4,844

営業外費用合計 73,845 147,677

経常利益 143,716 515,855

特別利益

固定資産売却益 5,238 537

新株予約権戻入益 422 164

貸倒引当金戻入額 4,176 1,261

その他 60 －

特別利益合計 9,897 1,963

特別損失

固定資産処分損 2,996 530

投資有価証券評価損 3,144 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,689

その他 557 －

特別損失合計 6,698 26,219

税金等調整前四半期純利益 146,915 491,599

法人税、住民税及び事業税 36,052 75,109

法人税等調整額 △840 6,015

法人税等合計 35,211 81,124

少数株主損益調整前四半期純利益 － 410,474

少数株主利益 5,876 7,024

四半期純利益 105,827 403,450
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（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)

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 146,915 491,599

減価償却費 452,899 380,739

のれん償却額 16,889 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,461 108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,948 △39,560

受取利息及び受取配当金 △12,328 △13,978

支払利息 63,319 68,844

為替差損益（△は益） △8,604 1,838

有形固定資産処分損益（△は益） △2,241 △7

売上債権の増減額（△は増加） △706,489 △572,278

たな卸資産の増減額（△は増加） 162,577 △155,941

仕入債務の増減額（△は減少） 929,435 398,887

その他の流動資産の増減額（△は増加） △78,400 26,877

その他の流動負債の増減額（△は減少） △47,720 △13,766

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,689

その他 87,460 85,141

小計 953,199 684,194

利息及び配当金の受取額 18,504 13,830

利息の支払額 △60,832 △54,883

法人税等の支払額 △51,910 △75,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,960 567,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △18,300 △201,899

定期預金の払戻による収入 13,321 1,846

有形固定資産の取得による支出 △183,199 △477,110

有形固定資産の売却による収入 710,179 14,349

無形固定資産の取得による支出 △56,616 △40,813

無形固定資産の売却による収入 4,697 －

投資有価証券の取得による支出 △1,712 △407,784

子会社株式の取得による支出 △20,266 －

貸付けによる支出 △5,994 △6,350

貸付金の回収による収入 1,325 3,536

その他の支出 △12,417 △4,919

その他の収入 41,428 1,554

投資活動によるキャッシュ・フロー 472,445 △1,117,590
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △60,000 △1,256,000

長期借入れによる収入 1,250,000 －

長期借入金の返済による支出 △487,834 △437,841

社債の償還による支出 △75,000 △75,000

リース債務の返済による支出 △134,994 △59,557

自己株式の取得による支出 △14 △36

配当金の支払額 △87,758 △132,874

財務活動によるキャッシュ・フロー 404,398 △1,961,309

現金及び現金同等物に係る換算差額 67,105 △15,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,802,910 △2,527,167

現金及び現金同等物の期首残高 3,733,183 6,870,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,536,093 4,343,312
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、マーケット別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについて国内及び

海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「モビリティ事業」、「エレクトロニクス事

業」、「精密機器事業」及び「住宅設備事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「モビリティ事業」は、自動車市場に対して、商事機能とメーカー機能を有機的に活用し、高付加価値

部品を軸に製造、販売を展開しております。「エレクトロニクス事業」は、電子部品、半導体、FPD（フ

ラットパネル・ディスプレイ）、LED市場に対して、商事機能を活用した国内外での調達、販売を展開し

ております。「精密機器事業」は、OA、精密機器市場に対して、商事機能及び海外生産機能を軸に製造、

販売を展開しております。「住宅設備事業」は、水回り、ブラインドなどの住宅設備市場に対して、商事

機能を軸に販売を展開しております。 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

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) 

 
（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＦＩＤ事業等を含んでおりま

す。 

 ２．セグメント利益の調整額△59,104千円は、営業外取引の調整額△48,672千円、棚卸資産の調整額△4,605千

円、固定資産売却の調整額△6,167千円及び貸倒引当金の調整額341千円であります。 

 ３．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。 

(5) セグメント情報

（追加情報）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注１）
合計

調整額 

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注３）モビリティ
エレクトロ 

ニクス
精密機器 住宅設備 計

売上高

  外部顧客への売上高 5,017,627 7,376,634 3,459,611 1,267,732 17,121,606 2,852,720 19,974,326 ─ 19,974,326

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
142,174 286 346,899 ─ 489,361 9,225 498,586 △498,586 ─

計 5,159,802 7,376,921 3,806,511 1,267,732 17,610,967 2,861,945 20,472,913 △498,586 19,974,326

セグメント利益 198,610 73,876 336,488 49,677 658,653 8,353 667,006 △59,104 607,902

(6) 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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