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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 377 △16.9 △33 ― △50 ― △51 ―

23年3月期第1四半期 454 △2.2 △56 ― △69 ― △81 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △54百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △87百万円 （―％）

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 △11.89 ―

23年3月期第1四半期 △18.63 ―

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

24年3月期第1四半期 3,913 1,082 27.7 248.65
23年3月期 4,002 1,137 28.4 261.22

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,082百万円 23年3月期  1,137百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 1,091 △8.6 △49 ― △69 ― △74 ― △17.00

通期 3,180 19.2 75 ― 35 ― 24 ― 5.51



(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  ：  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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中であります。 

※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
決算短信（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

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 4,495,000 株 23年3月期 4,495,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 141,718 株 23年3月期 141,718 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,353,282 株 23年3月期1Q 4,353,282 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震

災の影響により、生産活動が低下する等厳しい状況で推移いたしました。一部ではサプライチェーンの

復旧等により回復の兆しが見られるものの、円高や株安、電力供給不足の懸念等依然として先行きの不

透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様第一主義に徹し、積極的な営業活動を

展開した結果、売上高は3億7千7百万円(前年同期比16.9％減)となりました。利益面につきましては、

生産コストの削減、製造、管理部門における経費削減、業務の効率化等を行いましたが、受注が低調で

あったことにより、営業損失3千3百万円(前年同期は営業損失5千6百万円)、経常損失5千万円(前年同期

は経常損失6千9百万円)、四半期純損失5千1百万円(前年同期は四半期純損失8千1百万円)となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は39億1千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して8

千8百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は20億7千3百万円となり前連結会計年度末と比較して7千4百万円の減少となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金等の減少が仕掛品、現金及び預金等の増加を上回ったことによ

るものです。 

 固定資産は、18億4千万円となり前連結会計年度末と比較して1千4百万円の減少となりました。これは

主に、長期貸付金、有形固定資産の償却等による減少が投資有価証券等の増加を上回ったことによるもの

です。 

 負債の部では、流動負債は22億9千6百万円となり前連結会計年度末と比較して3千3百万円の減少となり

ました。これは主に、支払手形及び買掛金、賞与引当金等の減少が未払費用、短期借入金等の増加を上回

ったことによるものです。 

 固定負債は、5億3千4百万円となり前連結会計年度末と比較して0百万円の減少となりました。 

 純資産の部では、純資産合計は10億8千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千4百万円の減少

となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末の28.4％から27.7％となりました。 

  

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年5月13日に公表いたしました数値から変更はありま
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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、世界的な景気の急激な悪化により、自動二輪車等部品及び工作機械の受注が大幅に減少

し、前々連結会計年度及び前連結会計年度と2期連続して営業損失・経常損失・当期純損失・マイナスの営

業キャッシュ・フローを計上しております。さらに、当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成

23年６月30日）におきましても、営業損失3千3百万円、経常損失5千万円、四半期純損失5千1百万円を計上

しております。 

 これらの状況により、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在し

ております。 

 当社グループは、現在、当該状況を解消又は改善すべく、様々な施策に取り組んでおります。 

 詳細につきましては、「４．四半期連結財務諸表等 （３）継続企業の前提に関する注記」をご参照くだ

さい。 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,080,190 1,142,404

受取手形及び売掛金 773,319 496,987

製品 42,076 41,202

仕掛品 133,121 254,384

原材料及び貯蔵品 102,829 104,160

その他 16,806 34,312

貸倒引当金 △100 －

流動資産合計 2,148,244 2,073,450

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 469,555 456,691

有形固定資産合計 1,256,150 1,243,286

無形固定資産 17,992 17,073

投資その他の資産   

その他 618,638 618,153

貸倒引当金 △38,500 △38,437

投資その他の資産合計 580,138 579,715

固定資産合計 1,854,281 1,840,075

資産合計 4,002,525 3,913,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 272,950 206,623

短期借入金 1,892,069 1,915,657

未払法人税等 7,971 2,351

賞与引当金 37,667 11,694

その他 119,547 159,949

流動負債合計 2,330,207 2,296,276

固定負債   

長期借入金 171,108 197,511

退職給付引当金 290,936 277,600

その他 73,107 59,686

固定負債合計 535,151 534,798

負債合計 2,865,359 2,831,074
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（単位：千円）

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 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △458,513 △510,271

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,242,854 1,191,096

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,625 10,800

為替換算調整勘定 △114,313 △119,445

その他の包括利益累計額合計 △105,688 △108,644

純資産合計 1,137,165 1,082,451

負債純資産合計 4,002,525 3,913,526
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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：千円）

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 454,365 377,501

売上原価 378,631 289,094

売上総利益 75,733 88,407

販売費及び一般管理費   

役員報酬 29,764 29,228

給料及び手当 35,752 34,875

賞与引当金繰入額 3,064 2,991

退職給付費用 2,538 1,743

貸倒引当金繰入額 750 －

その他 60,289 53,345

販売費及び一般管理費合計 132,159 122,184

営業損失（△） △56,425 △33,776

営業外収益   

受取利息 1,195 704

受取配当金 1,463 759

助成金収入 4,726 8,636

その他 3,426 920

営業外収益合計 10,811 11,020

営業外費用   

支払利息 7,688 8,018

為替差損 13,829 17,566

その他 2,074 1,882

営業外費用合計 23,593 27,468

経常損失（△） △69,206 △50,224

特別利益   

固定資産売却益 － 57

特別利益合計 － 57

特別損失   

固定資産売却損 － 13

固定資産除却損 514 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,493 －

特別損失合計 10,007 13

税金等調整前四半期純損失（△） △79,214 △50,181

法人税、住民税及び事業税 1,284 949

法人税等調整額 608 627

法人税等合計 1,892 1,576

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △81,106 △51,758

四半期純損失（△） △81,106 △51,758
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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：千円)

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（△） △81,106 △51,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,658 2,175

為替換算調整勘定 2,711 △5,131

その他の包括利益合計 △5,946 △2,956

四半期包括利益 △87,053 △54,714

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △87,053 △54,714

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

 当社グループは、世界的な景気の急激な悪化により、自動二輪車等部品及び工作機械の受注が大幅に

減少し、前々連結会計年度及び前連結会計年度と2期連続して営業損失・経常損失・当期純損失・マイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上しております。さらに、当第１四半期連結会計期間（平成23年４

月１日～平成23年６月30日）におきましても、営業損失3千3百万円、経常損失5千万円、四半期純損失5

千1百万円を計上しております。 

 これらの状況により、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存

在しております。 

 当社は、現在、当該状況を解消又は改善すべく、様々な施策に取り組んでおります。 

  

①役員報酬及び管理職給与の減額 

 当第１四半期連結累計期間に引き続き月額報酬の15％～30％の減額を実施してまいります。 

②人員削減等の合理化 

(a) 前連結会計年度までに希望退職者を募集し、26名の人員削減を実施しております。また、定年及

び中途退職者等22名の退職者の補充を止め、人員削減を実施いたしました。 

(b) 15名程度の従業員の出向を実施しております。 

(c) 各部署の業務状況に基づき、一時帰休を行っております。 

③収益構造の改善 

(a) 営業体制及び営業活動の強化を図り、受注増を目指してまいります。 

(b) 業務の効率化を図り、工場の集約化を進めており、上西工場を本社へ統合し、工場跡地と不要設

備の売却及び廃棄を前連結会計年度までに実施いたしました。今後につきましても、設備の集約化

等を実施してまいります。 

(c) 経営の効率化を図り、組織体制及び人員配置の大幅な見直しを実施してまいります。 

(d) 不採算製品の廃止等による在庫管理コストの削減を実施してまいります。 

(e) 材料費、加工費、生産工程等の見直しを図り、製造原価の削減を実施してまいります。 

  

 以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策については、積極的に実施し

てまいります。また、今後必要となる運転資金については、主力金融機関に対して、協力・支援要請を

行い、ご検討を進めていただいております。 

 しかし、これらの対応策を実施してもなお、今後の売上高の回復は確実視できるものではなく、売上

高の回復如何が資金計画に重要な影響を与えることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

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) 

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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