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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 17,765 5.4 △192 ― △254 ― △511 ―
23年3月期第1四半期 16,856 12.4 82 ― △333 ― △385 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △207百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △607百万円 （―％）

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 △7.37 ―
23年3月期第1四半期 △5.55 ―

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 69,152 28,026 36.2
23年3月期 68,402 28,437 37.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  25,030百万円 23年3月期  25,348百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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) 37,000 4.0 200 △66.3 △100 ― △400 ― △4.87
通期 78,000 6.4 2,100 12.8 1,500 324.9 700 460.0 8.52



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期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。 

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 75,067,736 株 23年3月期 75,067,736 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,578,365 株 23年3月期 5,577,271 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 69,490,317 株 23年3月期1Q 69,497,107 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我が国経済は、東日本大震災の影響により生産や輸出が減少し、企業収益も

下押し傾向となり、設備投資も弱い動きとなっており、それまで回復基調にあった景気も急速に低迷いたしました

が、サプライチェーンの復旧等も進み、持ち直しの動きが見られるようになってきました。 

 一方、世界経済全体では、中国を中心としたアジア地域では引き続き好調を維持しておりますが、米国では失業

率の悪化や消費マインドの低下を背景に景気の減速懸念が高まり、欧州ではドイツなどの主要国では景気の改善は

続いているものの、一部の国々における財政問題や高い失業率もあり、景気が低迷するリスクの高い状況となって

おります。 

このような経済情勢の中、当社グループを取り巻く市場環境といたしましては、家電・住宅関連製品や産業機

械・エネルギー関連製品は引き続き堅調に推移しましたが、車載関連などの一部の分野におきましてはサプライチ

ェーンの混乱等の影響があり低調な推移となりました。また、円高進行や原材料価格の高値継続など、厳しい市場

環境も継続しており、予断を許さない状況となっております。 

 このような市場環境のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の状況といたしまして、売上高は177億6

千5百万円（前年同四半期比5.4%増）となりました。利益面におきましては、営業損失は1億9千2百万円（前年同四

半期は8千2百万円の営業利益）と原材料の高騰等による原価の上昇が響き赤字となりました。経常損失は2億5千4

百万円（前年同四半期は3億3千3百万円の経常損失）となり、四半期純損失は5億1千1百万円（前年同四半期は3億8

千5百万円の四半期純損失）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前期末比7億5千万円増の691億5千2百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が9億9千7百万円減少し、棚卸資産が18億5千8百万円増加したことなどによります。  

当第１四半期末の負債合計は、前期末比11億6千1百万円増の411億2千6百万円となりました。これは主に、借入

金が14億7千2百万円増加したことなどによります。 

当第１四半期末の純資産合計は、前期末比4億1千1百万円減の280億2千6百万円となりました。これは主に、四半

期純損失5億1千1百万円による減少などによります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：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 13,574 12,577

受取手形及び売掛金 19,575 19,139

商品及び製品 4,037 4,559

仕掛品 1,719 2,036

原材料及び貯蔵品 5,346 6,366

繰延税金資産 463 318

その他 2,078 2,126

貸倒引当金 △199 △207

流動資産合計 46,596 46,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,013 15,009

減価償却累計額 △9,450 △9,470

建物及び構築物（純額） 5,562 5,539

機械装置及び運搬具 13,440 13,774

減価償却累計額 △10,658 △10,918

機械装置及び運搬具（純額） 2,782 2,855

工具、器具及び備品 8,169 8,295

減価償却累計額 △7,135 △7,208

工具、器具及び備品（純額） 1,034 1,086

土地 6,700 6,735

リース資産 1,614 1,639

減価償却累計額 △685 △758

リース資産（純額） 929 880

建設仮勘定 39 175

有形固定資産合計 17,049 17,273

無形固定資産   

のれん 607 620

リース資産 322 364

その他 521 510

無形固定資産合計 1,451 1,495

投資その他の資産   

投資有価証券 1,607 1,617

繰延税金資産 787 924

その他 1,055 1,053

貸倒引当金 △145 △128

投資その他の資産合計 3,305 3,467

固定資産合計 21,805 22,236

資産合計 68,402 69,152
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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 11,550 11,578

短期借入金 3,525 4,928

1年内返済予定の長期借入金 8,649 5,644

リース債務 400 422

賞与引当金 863 462

役員賞与引当金 26 12

その他 3,111 3,351

流動負債合計 28,127 26,399

固定負債   

長期借入金 8,071 11,144

リース債務 1,088 1,063

退職給付引当金 1,744 1,697

その他 932 820

固定負債合計 11,837 14,726

負債合計 39,964 41,126

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,336 15,336

利益剰余金 3,837 3,194

自己株式 △2,363 △2,364

株主資本合計 28,640 27,996

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △332 △356

繰延ヘッジ損益 － △11

為替換算調整勘定 △2,958 △2,598

その他の包括利益累計額合計 △3,291 △2,966

新株予約権 77 77

少数株主持分 3,011 2,918

純資産合計 28,437 28,026

負債純資産合計 68,402 69,152
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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 16,856 17,765

売上原価 12,671 13,569

売上総利益 4,185 4,196

販売費及び一般管理費 4,102 4,388

営業利益又は営業損失（△） 82 △192

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 13 13

持分法による投資利益 － 9

その他 64 71

営業外収益合計 82 97

営業外費用   

支払利息 114 103

為替差損 373 27

その他 10 29

営業外費用合計 498 159

経常損失（△） △333 △254

特別利益   

固定資産売却益 2 1

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 2 9

特別損失   

固定資産除売却損 3 8

投資有価証券評価損 14 59

特別退職金 － 78

災害による損失 － 43

その他 － 31

特別損失合計 18 221

税金等調整前四半期純損失（△） △349 △466

法人税、住民税及び事業税 130 86

法人税等調整額 0 7

法人税等合計 130 94

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △480 △560

少数株主損失（△） △94 △48

四半期純損失（△） △385 △511
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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（△） △480 △560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △227 △18

繰延ヘッジ損益 △82 △11

為替換算調整勘定 182 384

持分法適用会社に対する持分相当額 － △0

その他の包括利益合計 △127 353

四半期包括利益 △607 △207

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △500 △163

少数株主に係る四半期包括利益 △107 △43
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 該当事項はありません。  

 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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