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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 46,473 0.2 △1,825 ― △1,901 ― △1,487 ―

23年3月期第1四半期 46,384 1.6 △2,386 ― △2,557 ― △4,681 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △406百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △5,904百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △6.19 ―

23年3月期第1四半期 △19.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 221,561 84,662 38.2
23年3月期 218,933 86,021 39.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  84,563百万円 23年3月期  85,930百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 111,900 1.2 1,600 334.8 1,500 ― 200 ― 0.83
通期 250,400 5.5 10,000 119.2 9,700 140.5 4,500 ― 18.73



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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 
  本資料の予想には、発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要因により、記
載の予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 257,920,497 株 23年3月期 257,920,497 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 17,613,239 株 23年3月期 17,613,204 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 240,307,684 株 23年3月期1Q 240,327,280 株
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当第１四半期連結累計期間における国内経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影

響により、企業収益は改善傾向にあったものの増勢は鈍化しており、設備投資、雇用情勢も依然として

厳しい状況にあります。更には原発事故の対応が長期化するなど、景気の先行きは極めて不透明な状況

となりました。海外においては、米国経済は、企業業況の改善が続き、雇用情勢も回復傾向が見られま

したが、住宅市場は、住宅着工件数が減少するなど回復の遅れが懸念されます。また、欧州経済は、財

政危機に直面する一部の国で停滞しているものの、ドイツなどの主要国を中心に改善が続きました。 

このような環境下、当社グループでは、国内においては、受注の拡大に全力を挙げて取り組むととも

に、継続的なコスト削減、多品種化の拡大に向けた営業展開、経営資源の有効活用による生産性の向上

等に努めました。また、海外においては、米国では買収事業とのシナジー効果創出や工場の統廃合等を

行い、欧州では販売数量を増やすとともに材料費、物流費、人件費を含むコスト削減に努めました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期比0.2％増の46,473百万円

となりました。利益面では、継続的なコスト削減や前期ののれん償却分が軽減され、営業損失は前年同

四半期に比べ560百万円改善し1,825百万円、経常損失は前年同四半期に比べ655百万円改善し1,901百万

円となりました。四半期純損失は前期に計上した課徴金の影響が無くなったこともあり、前年同四半期

に比べ3,194百万円改善し1,487百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主にたな卸資産の増加により、前連結会計年度末と比べ

2,627百万円増加し221,561百万円となりました。また、負債は主に前受金の増加により、前連結会計年

度末と比べ3,986百万円増加し136,899百万円となりました。純資産については、為替換算調整勘定等の

その他の包括利益累計額は増加しましたが、四半期純損失を計上したことから1,358百万円減少し

84,662百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は38.2％となり、前連結会計年度末と比べ1.1

ポイントの低下に留まりました。 

  

平成23年５月13日に公表致しました平成24年３月期の連結業績予想を変更しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

一部の連結子会社（在外子会社）において、当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する方法を

採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,991 17,928

受取手形及び売掛金 52,928 46,282

有価証券 1,749 3,748

商品及び製品 8,398 7,668

仕掛品 14,974 21,604

原材料 9,863 11,964

その他 6,962 9,009

貸倒引当金 △1,117 △1,235

流動資産合計 114,751 116,972

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 16,832 17,134

土地 22,448 22,578

その他（純額） 12,780 12,859

有形固定資産合計 52,061 52,572

無形固定資産

のれん 48 871

その他 14,354 14,354

無形固定資産合計 14,402 15,226

投資その他の資産

投資有価証券 23,145 22,817

その他 15,071 14,456

貸倒引当金 △499 △483

投資その他の資産合計 37,718 36,790

固定資産合計 104,182 104,589

資産合計 218,933 221,561
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,186 33,076

短期借入金 9,261 6,359

1年内返済予定の長期借入金 840 1,810

未払法人税等 1,990 707

賞与引当金 2,535 3,319

役員賞与引当金 57 35

災害損失引当金 259 228

その他 18,748 22,547

流動負債合計 66,880 68,085

固定負債

社債 34,400 34,400

長期借入金 15,390 18,643

退職給付引当金 8,673 8,929

役員退職慰労引当金 109 64

長期未払金 2,255 1,366

その他 5,203 5,409

固定負債合計 66,031 68,813

負債合計 132,912 136,899

純資産の部

株主資本

資本金 38,413 38,413

資本剰余金 39,902 39,902

利益剰余金 24,624 22,176

自己株式 △9,693 △9,693

株主資本合計 93,247 90,799

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,334 △3,580

繰延ヘッジ損益 106 －

為替換算調整勘定 △4,088 △2,655

その他の包括利益累計額合計 △7,316 △6,236

新株予約権 90 99

純資産合計 86,021 84,662

負債純資産合計 218,933 221,561
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 46,384 46,473

売上原価 34,596 34,952

売上総利益 11,787 11,521

販売費及び一般管理費 14,173 13,347

営業損失（△） △2,386 △1,825

営業外収益

受取利息 32 32

受取配当金 166 182

有価証券売却益 14 －

デリバティブ評価益 － 119

その他 120 122

営業外収益合計 333 457

営業外費用

支払利息 340 256

持分法による投資損失 93 116

その他 70 160

営業外費用合計 505 533

経常損失（△） △2,557 △1,901

特別利益

前期損益修正益 26 －

固定資産売却益 2 3

特別利益合計 28 3

特別損失

固定資産除売却損 3 3

投資有価証券評価損 6 6

子会社事業再構築費用 73 184

課徴金 2,815 －

その他 113 33

特別損失合計 3,012 228

税金等調整前四半期純損失（△） △5,541 △2,126

法人税等 △854 △639

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,687 △1,487

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 －

四半期純損失（△） △4,681 △1,487
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,687 △1,487

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,243 △246

繰延ヘッジ損益 － △106

為替換算調整勘定 133 1,422

持分法適用会社に対する持分相当額 △107 11

その他の包括利益合計 △1,217 1,080

四半期包括利益 △5,904 △406

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,899 △406

少数株主に係る四半期包括利益 △5 －
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 

  

 
(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。 

(1)売上高 

 

 
(2)セグメント利益又は損失（△） 

 

 

 

 
その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３ 各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他 

欧州…ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、イギリス他 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

 報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

外部顧客への売上高 21,924 15,697 8,714 46,336 47 46,384

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

5 7 9 22 △22 ─

計 21,929 15,705 8,724 46,359 24 46,384

セグメント利益 
又は損失(△)

△1,366 41 △239 △1,564 △821 △2,386

・その他の売上高 47百万円

・セグメント間取引消去 △22百万円

・その他の利益 47百万円

・全社費用 △478百万円

・のれんの償却額 △390百万円

・セグメント間取引消去 △0百万円
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当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 

  

 
(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。 

(1)売上高 

 

 
(2)セグメント損失（△） 

 

 

 

 
その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。 

２ セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３ 各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他 

欧州…ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、イギリス他 

  

該当事項はありません。 

  

 報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

外部顧客への売上高 23,586 14,121 8,717 46,426 47 46,473

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

3 5 6 15 △15 ―

計 23,590 14,127 8,724 46,441 31 46,473

セグメント損失(△) △984 △299 △181 △1,465 △360 △1,825

・その他の売上高 47百万円

・セグメント間取引消去 △15百万円

・その他の利益 47百万円

・全社費用 △364百万円

・のれんの償却額 △43百万円

・セグメント間取引消去 △0百万円

（５）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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