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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 10,107 △8.0 733 △43.0 799 △48.4 534 △45.1
23年3月期第1四半期 10,988 43.9 1,287 ― 1,549 ― 972 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 886百万円 （5.6％） 23年3月期第1四半期 839百万円 （―％）

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 42.28 ―
23年3月期第1四半期 76.95 ―

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 55,758 47,413 84.5
23年3月期 55,861 46,703 83.1
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  47,102百万円 23年3月期  46,432百万円

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  ：  有   

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

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  ：  有   

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) 20,800 △7.8 1,500 △44.4 1,600 △47.7 1,000 △48.3 79.12
通期 44,000 △1.9 4,000 △18.3 4,300 △23.6 2,800 △21.0 221.54
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(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  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、添付資
料P.3「（３）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

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 13,084,700 株 23年3月期 13,084,700 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 445,978 株 23年3月期 445,924 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,638,762 株 23年3月期1Q 12,638,774 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のわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響とその後の電力供給不足の

懸念による経済活動の停滞から予断を許さない状況が続いておりますが、震災の影響を受けた工場の早期再開に

より企業の生産活動が徐々に正常化に向かう等明るい兆しも見えてきております。 

当社グループの主要なお取引先である自動車業界につきましては、急ピッチな復旧活動により震災前の状況

に近づいてはおりますが、当四半期につきましては、震災による直接的な被害に加え原材料・部品調達にも支障

をきたし生産・販売活動が十分に出来なかった結果、国内生産台数は1,524千台と前年同期比33.8％の減少とな

りました。 

このような需要環境のもと当社グループといたしましては、震災による部品供給問題にいち早く対応してお

取引先へのニーズを確実に補足し、併せて新興国を中心とした拡販活動を継続的に推進してまいりましたが、連

結売上高は前年同期比8.0％減の101億７百万円となりました。 

 一方利益面におきましては、より一層の合理化等を推進いたしましたが主に減収になったことにより連結営業

利益は７億３千３百万円（前年同期比43.0％減）、連結経常利益は７億９千９百万円（前年同期比48.4％減）、

連結四半期純利益は、５億３千４百万円（前年同期比45.1％減）となりました。  

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（自動車関連等） 

 新興国を中心としたグローバル拡販を積極的に推進しましたが、東日本大震災の影響により、売上高は94億３

千４百万円（前年同期比8.8％減）となりました。一方利益面においては、収益改善活動を推進いたしましたが

減収により、営業利益は８億３千５百万円（前年同期比39.0％減）となりました。 

  

（医療機器） 

 既存の製品拡販に加え新製品の積極的な営業活動を推進した結果、売上高は６億７千２百万円（前年同期比

4.5％増）となり、営業利益は３千３百万円（前年同期比28.2％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の資産合計は、たな卸資産及び有形固定資産等の増加がありましたが、現金及び預金等の減少に

より１億３百万円減少し、557億５千８百万円となりました。 

 負債合計は、未払法人税等の減少により８億１千３百万円減少し、83億４千４百万円となりました。 

 純資産合計は、利益剰余金等の増加により７億１千万円増加し、474億１千３百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 未定としておりました連結業績予想につきましては、東日本大震災の発生後、当社グループの主要なお取引先

である自動車業界での生産の動向を踏まえ、平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を公

表いたします。 

  

①平成24年３月期 第２四半期連結累計期間 連結業績予想数値（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
一株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） － － － － －  

今回発表予想（Ｂ） 20,800 1,500 1,600 1,000 79 12

増減額（Ｂ－Ａ） － － － － －

増減率（％） － － － － －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成23年３月期第２四半期） 
22,559 2,698 3,058 1,933 152 97
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②平成24年３月期 通期連結業績予想数値（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

 なお、本業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて作

成しており、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。  

  

（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 

①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おります。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

  

（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。  

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり 

当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） － － － － －  

今回発表予想（Ｂ） 44,000 4,000 4,300 2,800 221 54

増減額（Ｂ－Ａ） － － － － －

増減率（％） － － － － －

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
44,852 4,893 5,628 3,544 280 41

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 13,035 12,327

受取手形及び売掛金 9,971 9,915

有価証券 287 187

商品及び製品 2,500 2,633

仕掛品 1,112 1,127

原材料及び貯蔵品 1,066 1,144

その他 1,590 1,655

貸倒引当金 △31 △34

流動資産合計 29,532 28,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,005 4,013

機械装置及び運搬具（純額） 4,195 4,215

工具、器具及び備品（純額） 1,440 1,581

土地 4,672 4,677

リース資産（純額） 30 39

建設仮勘定 646 880

有形固定資産合計 14,991 15,408

無形固定資産 697 631

投資その他の資産   

投資有価証券 9,867 9,950

その他 773 812

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 10,640 10,762

固定資産合計 26,329 26,801

資産合計 55,861 55,758
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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   

買掛金 2,124 2,240

短期借入金 184 253

未払法人税等 1,352 338

引当金 828 368

その他 2,433 2,966

流動負債合計 6,923 6,167

固定負債   

引当金 47 55

資産除去債務 17 18

負ののれん 34 26

その他 2,134 2,077

固定負債合計 2,234 2,177

負債合計 9,158 8,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 42,976 43,321

自己株式 △353 △353

株主資本合計 48,280 48,625

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 429 471

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 △2,277 △1,991

その他の包括利益累計額合計 △1,848 △1,522

少数株主持分 271 311

純資産合計 46,703 47,413

負債純資産合計 55,861 55,758
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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 10,988 10,107

売上原価 8,127 7,761

売上総利益 2,861 2,345

販売費及び一般管理費 1,574 1,611

営業利益 1,287 733

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 8 10

持分法による投資利益 225 18

その他 53 46

営業外収益合計 291 79

営業外費用   

支払利息 3 2

為替差損 15 －

固定資産廃棄損 1 1

その他 8 10

営業外費用合計 28 13

経常利益 1,549 799

特別損失   

災害損失引当金繰入額 － 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17 －

災害による損失 － 0

特別損失合計 17 11

税金等調整前四半期純利益 1,532 788

法人税等 553 240

少数株主損益調整前四半期純利益 978 547

少数株主利益 5 13

四半期純利益 972 534
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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利益 978 547

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △125 53

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 94 275

持分法適用会社に対する持分相当額 △107 13

その他の包括利益合計 △138 339

四半期包括利益 839 886

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 823 860

少数株主に係る四半期包括利益 16 26
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 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） 

 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  

                          （単位:百万円） 

  

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

   内容（差異調整に関する事項）  

             （単位:百万円） 

（注）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であります。  

  

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  重要な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）セグメント情報等

  自動車関連等 医療機器 合計  

売上高           

 外部顧客に対する売上高    10,345  643  10,988

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  －  － 

計   10,345  643  10,988

セグメント利益       1,369  46   1,416

利益  金額  

報告セグメント計   1,416

 全社費用（注）   △141

 セグメント間取引消去   11

 その他の調整額   0

連結損益計算書の営業利益   1,287
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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） 

 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  

                          （単位:百万円） 

  

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

   内容（差異調整に関する事項）  

             （単位:百万円） 

（注）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であります。  

  

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  重要な該当事項はありません。    

  

 該当事項はありません。  

  

  

  自動車関連等 医療機器 合計  

売上高           

 外部顧客に対する売上高    9,434  672  10,107

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  －  －

計   9,434  672  10,107

セグメント利益       835  33   869

利益  金額  

報告セグメント計   869

 全社費用（注）   △146

 セグメント間取引消去   11

 その他の調整額   △0

連結損益計算書の営業利益   733

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成23年４月１日  

  至 平成23年６月30日） 

 当社は平成23年８月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため。 

  

２．取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類 

   当社普通株式 

（２）取得し得る株式の総数 

    200,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.53％） 

（３）株式の取得価額の総額 

   400百万円（上限） 

 （４）取得期間 

    平成23年８月９日～平成23年８月31日 
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