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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 17,638 △2.8 226 △46.9 241 △43.6 97 △60.9
23年3月期第2四半期 18,147 17.1 426 ― 429 ― 250 398.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 57百万円 （△72.1％） 23年3月期第2四半期 206百万円 （―％）

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2四半期 4.39 ―
23年3月期第2四半期 11.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 20,374 6,701 32.9
23年3月期 20,830 6,732 32.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,701百万円 23年3月期  6,732百万円

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 ― 4.00 7.00
24年3月期 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 4.00 7.00

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、対前期増減率）

（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

通期 38,000 0.9 1,050 1.9 1,050 1.5 600 9.6 26.96
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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  

(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 
・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ぺージ「（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2Q 22,800,000 株 23年3月期 22,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 545,592 株 23年3月期 545,072 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,254,631 株 23年3月期2Q 22,256,351 株
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当第２四半期連結累計期間における国内経済は、今年３月の東日本大震災の影響による厳しい状況から
脱しはじめ、景気は回復に向かいつつありました。しかしながら電力供給不足、円高・株安の長期化や欧
州の財政不安など企業収益を圧迫する懸念が払拭できず、引き続き先行きの不透明な状況で推移しまし
た。 
このようななか、オートパーツ事業では復興に向けた貨物輸送量の増加により大型トラックの補修用ば

ねの需要が増したものの、国内新車販売台数の低迷などにより引き続き厳しい環境が続きました。プレシ
ジョンパーツ事業ではサプライチェーンの復旧が進み生産活動は回復に向かっていますが、震災の影響に
よる落ち込みを挽回するにはいたりませんでした。ＩＴ事業や産業システム事業においても企業の設備・
情報投資の抑制傾向が続き、苦戦を強いられています。 
その結果、当連結累計期間の連結売上高は17,638百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益226百万円

（前年同期比46.9％減）、経常利益241百万円（前年同期比43.6％減）、四半期純利益97百万円（前年同
期比60.9％減）となりました。 
  
セグメント別の営業概況は、次のとおりであります。 
  

補修用ばねの売上は増加したものの、サブタンクやトラック用ホイールなどの大型車関連部品の売上が
減少し、連結売上高は6,672百万円（前年同期比0.03％減）、営業損失は35百万円（前年同期営業利益121
百万円）となりました。 
  

８月以降業績は回復しつつあるものの、当連結累計期間においては電装関連部品などの精密加工部品や
ファスナー類の売上が減少し、連結売上高は9,397百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は298百万円
（前年同期比2.6％減）となりました。 
  

情報関連商品の売上は増加しましたが、ＬＥＤチップ等加工関連商品の販売が落ち込み、連結売上高は
786百万円（前年同期比20.9％増）、営業損失は32百万円（前年同期営業損失４百万円）となりました。 
  

地道な営業提案活動の継続により機材関連商品を中心に売上が増加し、連結売上高は782百万円（前年
同期比18.8％増）となりましたが、事業の黒字化には至らず、営業損失は３百万円（前年同期営業利益２
百万円）となりました。 
  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は20,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ455百万円減少
いたしました。 
流動資産は、14,056百万円となり、388百万円減少いたしました。これは、主として現金及び預金が362

百万円減少したことなどによります。 
固定資産は、6,318百万円となり、66百万円減少いたしました。これは、主として有形固定資産が70百

万円減少したことなどによります。 
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は13,673百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円減

少いたしました。 
流動負債は、12,969百万円となり、446百万円減少いたしました。これは、主として支払手形及び買掛

金が337百万円、未払法人税等が154百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、703百万円となり、23百万円増加いたしました。これは、主として役員退職慰労引当金が

36百万円、リース債務が32百万円減少した一方で、退職給付引当金が95百万円増加したことなどによりま
す。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は6,701百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円減少い

たしました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が28百万円減少したことなどによります。 
  
  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想
数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成23年７月27日公表時から変更してお
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

［オートパーツ事業］

［プレシジョンパーツ事業］

［ＩＴ事業］

［産業システム事業］

（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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２．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,629,784 1,267,504

受取手形及び売掛金 8,340,123 8,256,895

商品及び製品 2,485,951 2,624,375

その他のたな卸資産 27,276 36,024

未収入金 1,620,972 1,530,249

繰延税金資産 252,544 242,258

その他 106,152 114,441

貸倒引当金 △17,915 △15,699

流動資産合計 14,444,889 14,056,052

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,491,971 1,478,150

土地 3,044,689 3,044,689

その他（純額） 594,656 537,548

有形固定資産合計 5,131,317 5,060,389

無形固定資産 24,978 31,437

投資その他の資産

投資有価証券 763,877 726,212

長期貸付金 140,547 125,066

繰延税金資産 － 42,492

その他 373,104 383,921

貸倒引当金 △48,398 △50,711

投資その他の資産合計 1,229,131 1,226,980

固定資産合計 6,385,427 6,318,806

資産合計 20,830,317 20,374,858

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,121,205 8,783,843

短期借入金 2,930,197 3,030,485

リース債務 127,501 117,467

未払法人税等 300,434 145,946

役員賞与引当金 32,020 18,350

その他 905,259 873,741

流動負債合計 13,416,618 12,969,834

固定負債

リース債務 263,813 231,474

繰延税金負債 1,813 242

退職給付引当金 109,537 204,937

役員退職慰労引当金 263,574 226,891

資産除去債務 27,412 27,606

負ののれん 14,813 12,838

固定負債合計 680,966 703,990

負債合計 14,097,584 13,673,824
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,040,345 2,040,345

資本剰余金 1,251,391 1,251,391

利益剰余金 3,518,474 3,527,257

自己株式 △151,394 △151,503

株主資本合計 6,658,817 6,667,491

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 156,100 127,371

繰延ヘッジ損益 － △9,876

為替換算調整勘定 △82,186 △83,953

その他の包括利益累計額合計 73,914 33,542

純資産合計 6,732,732 6,701,033

負債純資産合計 20,830,317 20,374,858
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 18,147,761 17,638,778

売上原価 14,762,755 14,287,525

売上総利益 3,385,005 3,351,253

販売費及び一般管理費 2,958,218 3,124,443

営業利益 426,787 226,809

営業外収益

受取利息 2,371 1,858

受取配当金 9,735 14,189

仕入割引 20,420 19,688

その他 15,455 17,085

営業外収益合計 47,982 52,822

営業外費用

支払利息 14,242 9,272

手形売却損 10,063 8,826

売上割引 7,260 7,818

その他 13,934 11,787

営業外費用合計 45,500 37,705

経常利益 429,269 241,926

特別利益

関係会社株式売却益 50,304 －

特別利益合計 50,304 －

特別損失

固定資産除却損 147 132

減損損失 15,165 －

貸倒引当金繰入額 － 1,950

会員権評価損 1,050 1,650

災害による損失 － 1,427

投資有価証券評価損 6,702 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,247 －

特別損失合計 46,313 5,160

税金等調整前四半期純利益 433,260 236,766

法人税、住民税及び事業税 89,247 148,706

法人税等調整額 93,710 △9,742

法人税等合計 182,957 138,964

少数株主損益調整前四半期純利益 250,303 97,802

四半期純利益 250,303 97,802
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 250,303 97,802

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,302 △28,729

繰延ヘッジ損益 △7,606 △9,876

為替換算調整勘定 △6,917 △386

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,417 △1,380

その他の包括利益合計 △44,243 △40,371

四半期包括利益 206,060 57,430

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 206,060 57,430

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

（単位：千円）

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

（単位：千円）

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

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

報告セグメント

調整額
四半期連結損益 
計算書計上額 

（注）
オートパーツ

事業
プレシジョン
パーツ事業

ＩＴ事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 6,674,635 10,164,199 1,308,927 18,147,761 ― 18,147,761

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,674,635 10,164,199 1,308,927 18,147,761 ― 18,147,761

セグメント利益 
 又は損失（△）

121,958 306,338 △1,509 426,787 ― 426,787

２．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

 （固定資産に係る重要な減損損失）

 「オートパーツ事業」セグメントにおいて遊休状態になった事業用の固定資産について、帳簿価格を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 なお、当該減損損失の計上額は当第２四半期連結累計期間において15百万円であります。

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

報告セグメント

調整額

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）

オートパーツ 
事業

プレシジョン
パーツ事業

ＩＴ事業
産業システ
ム事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 6,672,623 9,397,842 786,161 782,151 17,638,778 ― 17,638,778

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― － ― ― ―

計 6,672,623 9,397,842 786,161 782,151 17,638,778 ― 17,638,778

セグメント利益 
 又は損失（△）

△35,774 298,472 △32,298 △3,589 226,809 ― 226,809
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（単位：千円）

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

該当事項はありません。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

 当社は、前第３四半期連結累計期間より、従来「ＩＴ事業」に含まれておりました機材設備関連商品

の販売に係る事業を分離独立し、「産業システム事業」を新設いたしました。これにより、従来「オー

トパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」および「ＩＴ事業」の３つを報告セグメントとしており

ましたが、これを「オートパーツ事業」、「プレシジョンパーツ事業」、「ＩＴ事業」および「産業シ

ステム事業」の４つに変更しております。

 この変更は、専門性と機動力を高めユーザーのニーズに機敏に対応することを目的とした組織変更に

伴うものであります。

 変更後の事業区分による前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、以下のとおりであります。

報告セグメント

調整額

四半期 
連結損益 

計算書計上額 
（注）

オートパーツ 
事業

プレシジョン
パーツ事業

ＩＴ事業
産業システ
ム事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 6,674,635 10,164,199 650,295 658,632 18,147,761 ― 18,147,761

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― － ― ― ―

計 6,674,635 10,164,199 650,295 658,632 18,147,761 ― 18,147,761

セグメント利益 
 又は損失（△）

121,958 306,338 △4,396 2,887 426,787 ― 426,787

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

 該当事項はありません。

（５）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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