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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 6,868 △14.6 213 △76.3 238 △72.7 121 △75.9
23年3月期第1四半期 8,047 43.9 902 ― 871 499.2 504 810.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 153百万円 （△54.9％） 23年3月期第1四半期 339百万円 （―％）

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 3.84 3.82
23年3月期第1四半期 15.47 15.40

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 32,541 24,977 76.4
23年3月期 34,113 25,077 73.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  24,875百万円 23年3月期  24,974百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 9.00 15.00

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) 14,000 △13.6 700 △54.3 700 △48.6 300 △62.3 9.48
通期 32,000 △3.3 2,300 △11.7 2,300 △6.9 1,400 △2.0 44.24



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

新規 1社 （社名） Suncall Technologies(SZ)Co.,Ltd. 、 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 34,057,923 株 23年3月期 34,057,923 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,410,380 株 23年3月期 2,411,373 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,646,976 株 23年3月期1Q 32,619,622 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災の影響を受け大きく悪化しました。被災工場は再稼動の

めどがたたない中、サプライチェーンが寸断されたことにより自動車生産は非常に低い水準にまで落ち込みまし

た。また、雇用環境も厳しい環境が続き、個人消費についても急激に落ち込みました。 

 米国では、景気回復のペースは鈍化しました。６月末に終了したFRBによる量的緩和政策は長期金利を押し下

げ、ドル安、株高など一定の成果をあげた一方で、だぶついたマネーが商品市場に流れ込み食品やガソリン価格を

上昇させ、家計を圧迫させる結果となりました。 

 欧州では、６月下旬にギリシャ議会が財政赤字削減のための中期計画を承認したことで、同国は債務不履行を当

面は回避することができましたが、依然として欧州の金融市場が混乱するリスクは残りました。その影響で、経済

が比較的好調なドイツやフランスでも景気減速懸念がでてきました。 

 中国やその他の新興国でも、インフレ抑制をターゲットにした金融引き締めによって景気は減速傾向になりまし

た。 

 このような環境の下で当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は68億68百万円（前年同期比14.6％

減）、営業利益は２億13百万円（前年同期比76.3％減）、経常利益は２億38百万円（前年同期比72.7％減）、四半

期純利益は１億21百万円（前年同期比75.9％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次の通りであります。 

＜日本＞ 

 震災によるお客様での生産調整の影響を受け、売上は大きく昨年実績を下回ってしまいました。結果として、売

上高は53億97百万円（前年同期比21.3％減）、セグメント利益は２億89百万円（前年同期比70.5％減）となりまし

た。 

  

＜米国＞ 

 米国子会社の自動車精密部品は新製品が立ち上がったことなどから前年を上回りました。光通信用部品は販売価

格の下落により売上高は前年並みでしたが、利益面では苦戦しました。結果として、売上高は５億71百万円（前年

同期比3.0％増）、セグメント利益５百万円（前年同期は２百万円の損失）となりました。 

  

＜アジア＞ 

 プリンター関連部品では、香港子会社の販売は好調でしたが、ベトナム子会社及びタイ子会社では価格下落やお

客さまでの在庫調整の影響で売上、利益とも減少しました。自動車関連精密部品では、中国子会社は売上は昨年並

みでしたが原価改善により利益面では改善されました。結果として、売上高は14億69百万円（前年同期比1.1％

増）、セグメント利益44百万円（前年同期比51.3％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  [資産] 

 総資産は、325億41百万円（前連結会計年度末比15億71百万円減）となりました。これは、震災の影響による売

上の落ち込みによって受取手形及び売掛金が７億47百万円、過剰在庫の解消によって商品及び製品が２億23百万円

減少したことの他、減価償却等により有形固定資産が３億28百万円減少したこと等によるものであります。 

  

[負債]  

 負債は、75億64百万円（前連結会計年度末比14億71百万円減）となりました。これは、震災の影響による生産の

落ち込みから仕入が減少し支払手形及び買掛金が６億77百万円、確定納税等により未払法人税等が４億55百万円減

少したこと等によるものであります。 

  

[純資産]  

 純資産は、249億77百万円（前連結会計年度末比99百万円減）となりました。これは、四半期純利益が１億21百

万円となった一方で、配当金が２億53百万円となった結果、利益剰余金が１億31百万円減少したこと等によるもの

であります。  

  

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 

 震災復興の取組みは日々着実に前進しています。寸断されたサプライチェーンの修復も進んでいますが、完全復

旧までの先行きは不透明です。また、国内外の景気減速の懸念も払拭されていません。当社を取り巻く環境は依然

として厳しく、平成23年7月15日に公表した連結業績を達成するためグループ一丸となって取り組んで参ります。 

  

  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結累計期間において、当社の連結子会社であるSUNCALL CO.,(H.K.)LTD.が100％出資子会社

Suncall Technologies (SZ) Co.,Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

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 7,767 7,583

受取手形及び売掛金 7,213 6,465

商品及び製品 1,342 1,119

仕掛品 1,310 1,378

原材料及び貯蔵品 1,102 1,119

その他 456 416

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 19,191 18,081

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,386 3,368

機械装置及び運搬具（純額） 5,061 4,798

その他（純額） 2,500 2,453

有形固定資産合計 10,949 10,620

無形固定資産 142 137

投資その他の資産   

投資有価証券 3,441 3,331

その他 389 372

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,830 3,702

固定資産合計 14,922 14,460

資産合計 34,113 32,541

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,829 4,152

短期借入金 429 441

未払法人税等 499 44

役員賞与引当金 － 5

賞与引当金 352 190

その他 2,067 1,941

流動負債合計 8,178 6,775

固定負債   

長期借入金 17 －

退職給付引当金 473 483

その他 366 305

固定負債合計 858 788

負債合計 9,036 7,564



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,808 4,808

資本剰余金 2,747 2,747

利益剰余金 17,689 17,558

自己株式 △921 △921

株主資本合計 24,324 24,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,304 1,238

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △653 △556

その他の包括利益累計額合計 650 682

新株予約権 102 102

純資産合計 25,077 24,977

負債純資産合計 34,113 32,541



（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 8,047 6,868

売上原価 6,263 5,801

売上総利益 1,783 1,066

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 161 142

報酬及び給料手当 220 233

役員賞与引当金繰入額 5 5

賞与引当金繰入額 23 27

退職給付費用 26 28

その他 442 414

販売費及び一般管理費合計 880 853

営業利益 902 213

営業外収益   

受取配当金 24 30

物品売却益 17 11

その他 8 30

営業外収益合計 51 72

営業外費用   

為替差損 76 42

支払利息 5 4

その他 0 0

営業外費用合計 82 47

経常利益 871 238

特別利益   

その他 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産廃棄損 4 3

退職給付費用 43 －

その他 0 －

特別損失合計 48 3

税金等調整前四半期純利益 823 235

法人税、住民税及び事業税 215 37

法人税等調整額 103 76

法人税等合計 319 113

少数株主損益調整前四半期純利益 504 121

四半期純利益 504 121



（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利益 504 121

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △259 △66

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 94 97

その他の包括利益合計 △164 31

四半期包括利益 339 153

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 339 153

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

  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 

                                            （単位：百万円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△166百万円には、セグメント間取引消去△７百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△158百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかか

る費用であります。  

   ２ 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。  

  

Ⅱ 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） 

  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 

                                            （単位：百万円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△125百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△133百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかかる

費用であります。  

   ２ 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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  日本 米国 アジア 合計  
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  6,196  554  1,295  8,047  －  8,047

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 664  0  157  821  △821  －

計  6,861  554  1,452  8,869  △821  8,047

セグメント利益又は損失(△)  980  △2  91  1,068  △166  902

  日本 米国 アジア 合計  
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  4,978  571  1,318  6,868  －  6,868

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 419  0  151  570  △570  －

計  5,397  571  1,469  7,439  △570  6,868

セグメント利益  289  5  44  338  △125  213

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）製品区分別の売上業績 

  

［精密機能材料］  

 震災の影響により精密異形材料などは前年実績を下回りましたが、弁ばね材料の輸出が好調であったことから、

10億60百万円（前期比24.1%増）となりました。  

  

［精密機能部品］  

 震災によるお客様での生産停止の影響が大きく32億74百万円(前期比30.0%減）となりました。  

  

［サスペンション］  

 震災による影響と共に販売価格下落や円高の影響もありましたが、おおむね順調に推移し、11億６百万円（前期

比2.6%減）となりました。  

  

［プリンター関連］  

 昨年第２四半期に立ち上がった軽量タイプのローラーが好調に推移しました。好調であったチューブローラーが

減速傾向になりましたが、８億56百万円（前期比14.3%増）となりました。  

  

［デジトロ精密部品］ 

 光通信用部品は販売価格下落の影響を受け前年実績をやや下回りました。複写機用途の部品は好調でしたが、切

削部品の販売が低迷したことから５億35百万円（前期比9.0%減）となりました。  

  

４．補足情報

製品区分の名称 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間     

自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日 増  減 

至 平成22年６月30日 至 平成23年６月30日     

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 前期比 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

精密機能材料  854  10.6 1,060 15.4 206 24.1 

精密機能部品  4,675  58.1 3,274 47.7 △1,400 △30.0 

サスペンション  1,136  14.1 1,106 16.1 △29 △2.6 

プリンター関連  749  9.3 856 12.5 107 14.3 

デジトロ精密部品  589  7.3 535 7.8 △53 △9.0 

その他製品  42  0.6 34 0.5 △7 △18.4 

 合 計  8,047  100.0 6,868 100.0 △1,178 △14.6 



（２）海外売上高 

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） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北アメリカ………米国、カナダ、メキシコ 

(2) ヨーロッパ………ドイツ、スイス、オランダ 

(3) アジア……………中国、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア 

(4) その他の地域……ブラジル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  743  155  2,508  44  3,452

Ⅱ 連結売上高（百万円）   8,047

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 9.2  1.9  31.2  0.6  42.9

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 795 294 2,584 60 3,734 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  6,868 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
11.6 4.3 37.6 0.9 54.4 
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