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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 3,326 △35.7 △150 ― △181 ― △133 ―

23年3月期第1四半期 5,169 0.2 25 ― △109 ― △116 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △62百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △114百万円 （―％）

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 △8.12 ―

23年3月期第1四半期 △6.86 ―

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 18,118 3,060 14.9
23年3月期 19,988 3,233 14.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,692百万円 23年3月期  2,879百万円

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） ― ― ― ―

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) 7,200 △33.4 △126 ― △220 ― △320 ― △19.43

通期 16,500 △21.4 370 △56.0 160 △54.7 20 16.6 1.21



(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P.4「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.4「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な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って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   ：  有

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 17,014,000 株 23年3月期 17,014,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,138,213 株 23年3月期 27,813 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,473,536 株 23年3月期1Q 16,988,082 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、東日本大震災により、多くの企業におけるサプ

ライチェーンが寸断されたことにより、様々な産業の生産活動に甚大な影響が生じたことに加え、原

発事故に伴う電力不足問題など、被災地域のみならず国内経済全体に影響が拡大し、先行き不透明な

状況が続いております。 

一方、海外では、中国や東南アジアは個人消費が堅調に推移し経済成長を持続しております。 

北米でも個人消費が底堅く推移しておりますが、欧州では、財政問題がますます深刻化し個人消費

にも陰りが出ております。 

このような状況の下、当社グループのコア事業であります薄型ＴＶ外装部品分野におきましては、

2011年３月末のエコポイント終了後も家庭内の２台目、３台目となる中小型ＴＶ販売は好調に推移し

ておりますが、国内生産が主力であります50インチ以上のＴＶ製品は数量的には大幅な伸びは期待で

きない状況で推移しております。 

当社グループは家電外装部品及び自動車部品を中心に受注拡大、生産性向上に取組み、収益確保に

努めてまいりましたが、当第１四半期連結会計期間は、国内工場で自動車部品を生産している群馬、

埼玉工場では震災の影響を受けた取引先の稼動状況は非常に厳しく、その影響により工場休止による

損失が発生しております。その結果、売上高は33億26百万円（前年同四半期比35.7％減）となりまし

た。損益面では、営業損失１億50百万円（前年同四半期は25百万円の利益）、経常損失１億81百万円

（前年同四半期は１億９百万円の損失）、四半期純損失１億33百万円（前年同四半期は１億16百万円

の損失）となりました。 

  

セグメントごとの状況は、以下のとおりであります。  

成形関連事業 

当事業の中心であります薄型ＴＶ部品関連は国内海外とも震災の影響等を受け大幅な売上減少と

なりました。自動車部品も国内では震災により甚大な損害を被り当四半期間中の稼動状況は非常に

厳しい状況でした。その結果、売上高は32億51百万円（前年同四半期比36.2％減）となりました。

原価削減等を進めたことにより営業損失２億６百万円（前年同四半期は30百万円の損失）となりま

した。 

 不動産関連事業 

国内３拠点の賃貸物件から構成されており、当第１四半期連結会計期間における売上高は前年同

四半期と同水準の75百万円、営業利益55百万円（前年同四半期比0.9％増）となりました。 

  

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
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①資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、181億18百万円（前連結会計年度末比18億70百万円

減）となりました。 

流動資産は、現金及び預金が38億90百万円（前連結会計年度末比15億82百万円減）、受取手形及び

売掛金が29億65百万円（前連結会計年度末比６億15百万円減）と前連結会計年度末に比べ大きく減少

したこと等により、80億66百万円（前連結会計年度末比19億51百万円減）となりました。 

固定資産は、生産設備投資及び減価償却実施などにより、100億52百万円（前連結会計年度末比81

百万円増）となりました。 

②負債 

負債合計は、150億57百万円（前連結会計年度末比16億97百万円減）となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金が36億84百万円（前連結会計年度末比15億97百万円減）、借入金

35億60百万円（前連結会計年度末比３億13百万円増）等により、87億91百万円（前連結会計年度末比

14億78百万円減）となりました。 

固定負債は、借入金49億47百万円（前連結会計年度末比２億23百万円減）等により62億65百万円

（前連結会計年度末比2億19百万円減）となりました。 

③純資産 

純資産合計は、四半期純損失の計上等により、30億60百万円（前連結会計年度末比１億72百万円

減）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６月17日に公表いたしました第２四半期累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

（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。 

  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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

算しています。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

当社グループの連結子会社である天昇ポーランドコーポレーション及び持分法適用関連会社である

天昇アメリカコーポレーションの機械及び装置は、従来、耐用年数５年として減価償却を行っており

ましたが、当初予定による残存耐用年数と現在以降の経済的使用可能予測期間とのかい離が明らかに

なったことにより、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を８年に見直し、将来にわたり変更して

おります。 

この変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の減価償却費が21百万円減少

し、営業損失は21百万円減少、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は30百万円減少しておりま

す。 

  

  

  

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

①簡便な会計処理

②特有の会計処理

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更）
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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 5,472 3,890

受取手形及び売掛金 3,580 2,965

製品 251 270

原材料 424 528

仕掛品 91 116

その他 198 295

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 10,018 8,066

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,174 4,222

土地 2,390 2,396

その他（純額） 2,267 2,324

有形固定資産合計 8,831 8,943

無形固定資産 35 32

投資その他の資産 1,133 1,105

貸倒引当金 △29 △29

固定資産合計 9,970 10,052

資産合計 19,988 18,118

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,282 3,684

短期借入金 800 1,000

1年内返済予定の長期借入金 2,447 2,560

未払法人税等 282 4

賞与引当金 5 136

その他 1,452 1,405

流動負債合計 10,270 8,791

固定負債

社債 25 25

長期借入金 5,171 4,947

資産除去債務 41 41

その他 1,247 1,251

固定負債合計 6,485 6,265

負債合計 16,755 15,057
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 1,210 1,076

自己株式 △6 △116

株主資本合計 3,310 3,066

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8 1

為替換算調整勘定 △439 △375

その他の包括利益累計額合計 △431 △374

少数株主持分 354 368

純資産合計 3,233 3,060

負債純資産合計 19,988 18,118
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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 5,169 3,326

売上原価 4,544 2,957

売上総利益 624 368

販売費及び一般管理費 599 519

営業利益又は営業損失（△） 25 △150

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 2 2

為替差益 － 0

助成金収入 2 10

その他 15 23

営業外収益合計 23 40

営業外費用

支払利息 69 54

為替差損 22 －

持分法による投資損失 50 10

その他 15 4

営業外費用合計 158 70

経常損失（△） △109 △181

特別利益

投資有価証券売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 2

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28 －

固定資産売却損 1 －

投資有価証券売却損 － 3

貸倒損失 7 －

災害による損失 － 16

特別損失合計 36 19

税金等調整前四半期純損失（△） △138 △198

法人税等 △44 △50

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △94 △148

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △14

四半期純損失（△） △116 △133
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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（△） △94 △148

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30 △7

為替換算調整勘定 6 86

持分法適用会社に対する持分相当額 4 6

その他の包括利益合計 △19 85

四半期包括利益 △114 △62

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △136 △76

少数株主に係る四半期包括利益 22 14
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 該当事項はありません。 

  

  

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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