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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 4,353 33.1 225 514.0 208 ― 197 ―
22年3月期第2四半期 3,270 △32.8 36 △72.9 7 △94.0 △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 26.40 ―
22年3月期第2四半期 △0.44 ―

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 6,285 872 13.9 116.43
22年3月期 6,275 678 10.8 90.52

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  872百万円 22年3月期  678百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 8,500 14.7 420 38.6 380 53.1 360 56.9 48.06



(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 
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、四半期短信（添付資料）２ページ「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】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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 7,493,000株 22年3月期  7,493,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,551株 22年3月期  2,551株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,490,449株 22年3月期2Q 7,490,449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わが国経済は、新興国を中心とした海外経済の回復等により景気の緩やかな

回復傾向が見られたものの、雇用情勢や消費意欲の低迷、急速な円高の進行や株安等、不透明な状況が続きまし

た。 

 当社グループの主要販売先である自動車産業におきましては、国内のエコカー減税等の景気刺激策により販売が

回復し、輸出につきましても中国やアジア諸国の内需回復等により、生産、販売は増加傾向で推移致しました。 

このような環境の中、当第２四半期連結売上高は、4,353百万円（前年同期比33.1％増）となり、損益面におきま

しても、売上高の増加に伴う売上総利益の増加、固定費の削減を目的とした業務改善活動や生産性向上等の収益改

善活動により、営業利益225百万円（前年同期は36百万円）、経常利益208百万円（前年同期は7百万円）、四半期

純利益は197百万円（前年同期は四半期純損失3百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、1,917百万円となり（前連結会計年度末は1,864百万円）53百

万円増加いたしました。主な要因は受取手形及び売掛金の増加86百万円、現金及び預金の減少34百万円によるもの

であります。 

 （固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、4,368百万円となり（前連結会計年度末は4,411百万円）43百

万円減少いたしました。主な要因は有形固定資産の取得による増加47百万円、無形固定資産の取得による増加22百

万円、減価償却費111百万円による減少であります。 

 （流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、3,157百万円となり（前連結会計年度末は3,276百万円）118

百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金の増加11百万円、短期借入金の増加23百万円、１年内返

済予定の長期借入金の減少155百万円によるものであります。 

 （固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、2,256百万円となり（前連結会計年度末は2,321百万円）65百

万円減少いたしました。主な要因は退職給付引当金の増加29百万円、長期借入金の減少117百万円によるものであ

ります。 

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、872百万円となり（前連結会計年度末は678百万円）、自

己資本比率は13.9％となりました。主な要因は四半期純利益197百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表しました通期業績予想を修正しており

ます。詳細につきましては、平成22年11月５日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

１．簡便な会計処理 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

２．特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会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 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「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）に基づく「財務諸表等の用語、 

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ 

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

（追加情報） 

 環境対策引当金ついては、ＰＣＢ廃棄物にかかる処理費用の支出に備えるため設定しており、当連結累計期間に

おいて、当該処理費用を合理的に見積もることが可能となったため、支出費用見込額を計上しております。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報



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 108,851 143,056

受取手形及び売掛金 1,119,866 1,032,901

商品及び製品 259,855 280,115

仕掛品 151,064 156,900

原材料及び貯蔵品 214,200 201,752

その他 63,996 49,652

流動資産合計 1,917,835 1,864,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 529,477 543,789

機械装置及び運搬具（純額） 352,072 389,868

工具、器具及び備品（純額） 109,705 114,813

土地 3,170,152 3,170,152

建設仮勘定 － 1,208

有形固定資産合計 4,161,407 4,219,832

無形固定資産 187,955 173,148

投資その他の資産   

投資有価証券 14,616 13,228

その他 4,177 5,054

投資その他の資産合計 18,794 18,282

固定資産合計 4,368,157 4,411,264

資産合計 6,285,992 6,275,642

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 905,224 893,354

短期借入金 1,457,576 1,433,939

1年内返済予定の長期借入金 347,896 503,450

未払法人税等 8,524 8,337

賞与引当金 80,803 71,864

未払金 249,399 263,336

その他 108,271 101,762

流動負債合計 3,157,695 3,276,044

固定負債   

長期借入金 686,938 804,350

再評価に係る繰延税金負債 1,078,154 1,078,154

退職給付引当金 405,721 376,274

役員退職慰労引当金 16,110 19,167

環境対策引当金 12,713 －

持分法適用に伴う負債 8,661 9,903

繰延税金負債 1,442 1,448

その他 46,446 32,241

固定負債合計 2,256,188 2,321,540

負債合計 5,413,883 5,597,584



（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 533,085 533,085

資本剰余金 353,414 353,414

利益剰余金 △1,623,231 △1,820,957

自己株式 △737 △737

株主資本合計 △737,469 △935,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,155 2,163

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 △3,087 579

評価・換算差額等合計 1,609,578 1,613,252

純資産合計 872,108 678,057

負債純資産合計 6,285,992 6,275,642



（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 3,270,390 4,353,141

売上原価 2,873,559 3,720,404

売上総利益 396,830 632,737

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 126,883 148,371

役員報酬 18,965 16,161

給料 74,126 80,841

貸倒引当金繰入額 310 －

賞与引当金繰入額 7,833 14,629

退職給付費用 6,214 13,120

役員退職慰労引当金繰入額 3,584 2,086

その他 122,187 132,046

販売費及び一般管理費合計 360,106 407,256

営業利益 36,724 225,480

営業外収益   

技術指導料 8,951 17,005

持分法による投資利益 1,553 1,242

スクラップ売却益 181 144

その他 4,719 7,475

営業外収益合計 15,405 25,868

営業外費用   

支払利息 29,902 23,891

為替差損 5,273 8,020

売上債権売却損 2,733 3,864

支払地代 5,906 6,051

その他 1,286 1,266

営業外費用合計 45,102 43,095

経常利益 7,026 208,253

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 5,143

特別利益合計 － 5,143

特別損失   

固定資産除却損 10,359 138

環境対策引当金繰入額 － 12,713

特別損失合計 10,359 12,851

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（△）

△3,332 200,545

法人税等 △14 2,819

少数株主損益調整前四半期純利益 － 197,725

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,317 197,725



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△3,332 200,545

減価償却費 129,646 111,965

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,539 29,446

製品保証引当金の増減額（△は減少） △16,278 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,977 △3,056

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,887 8,938

貸倒引当金の増減額（△は減少） 310 －

受取利息及び受取配当金 △342 △167

支払利息 29,902 23,891

為替差損益（△は益） 5,467 4,982

有形固定資産除却損 10,359 138

持分法による投資損益（△は益） △1,553 △1,242

売上債権の増減額（△は増加） △164,292 △88,430

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,855 11,450

仕入債務の増減額（△は減少） 156,789 15,042

その他の引当金の増減額（△は減少） － 12,713

その他 89,483 △38,621

小計 337,465 287,595

利息及び配当金の受取額 342 167

利息の支払額 △31,152 △22,848

法人税等の支払額 △626 △1,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 306,028 263,252

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △28,873 △43,825

無形固定資産の取得による支出 － △2,653

有形固定資産の売却による収入 － 8,755

投資有価証券の取得による支出 △1,398 △1,401

長期貸付金の回収による収入 922 726

その他 948 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,401 △38,420

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） △410,927 15,836

長期借入れによる収入 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △168,600 △665,166

リース債務の返済による支出 △2,368 △2,624

財務活動によるキャッシュ・フロー △281,896 △251,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,599 △7,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,868 △34,205

現金及び現金同等物の期首残高 87,783 143,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,914 108,851



 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

セグメント情報、その他の注記条項、個別情報、補足情報等は、当第２四半期決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（開示の省略）
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