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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 68,320 △25.5 1,063 △82.3 1,013 △82.4 370 △89.4
23年3月期第2四半期 91,722 23.7 5,999 615.3 5,750 808.8 3,481 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △351百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 2,555百万円 （―％）

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 25.01 ―
23年3月期第2四半期 234.96 ―

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 89,184 46,644 44.1
23年3月期 92,351 47,561 43.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  39,322百万円 23年3月期  40,374百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
24年3月期 ― 17.00
24年3月期（予想） ― 18.00 35.00

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  ：  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

通期 165,000 △8.0 6,500 △43.5 6,300 △43.4 3,300 △46.0 222.69



(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  

(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きの対象外であり、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き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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る
本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に
関する事項は、（添付資料）３ページ「１．当四半期決算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」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2Q 14,820,000 株 23年3月期 14,820,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,159 株 23年3月期 1,159 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,818,841 株 23年3月期2Q 14,818,851 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により停滞し

ていた企業活動は回復基調にあるものの、円高の進行、欧州における財政危機等により、依然として予断を許さな

い状況が続いております。 

 このような環境のなか、当社グループは、生産体質強化施策を強力に展開する一方、固定費等の費用削減活動に

も積極的に取り組んでまいりましたが、引き続き顧客からの受注減少の影響が大きく、当第２四半期連結累計期間

の売上高は、683億２千万円（前年同期比25.5％減）、営業利益10億６千３百万円（前年同期比82.3％減）、経常

利益10億１千３百万円（前年同期比82.4％減）、四半期純利益３億７千万円（前年同期比89.4％減）となりまし

た。 

  

 セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

（日本） 

 顧客からの受注減による減収影響が大きく、費用削減に努めたものの、売上高353億９千９百万円（前年同期

比27.3％減）、営業損失２億６百万円（前年同期は営業利益19億５千５百万円）となりました。 

（北米） 

 日本と同様、受注減による減収影響及び為替影響に伴い、売上高186億４千３百万円（前年同期比26.5％

減）、営業損失５億２千３百万円（前年同期は営業利益２億６千８百万円）となりました。 

（アジア） 

 震災以降、顧客からの受注状況の悪化に伴う減収影響及び本年１月に実施したインドのユタカ・オートパー

ツ・プーネ・プライベート・リミテッドの株式譲渡に伴う連結範囲からの除外の影響等により、売上高80億５千

９百万円（前年同期比21.8％減）、営業利益10億９千６百万円（前年同期比32.4％減）となりました。 

（中国） 

 アジアと同様、顧客からの受注状況の悪化、原材料価格の高騰及び為替影響により、売上高108億３千万円

（前年同期比13.7％減）、営業利益８億４千７百万円（前年同期比52.4％減）となりました。 

（その他） 

 受注状況の悪化に伴い、売上高27億５千３百万円（前年同期比37.3％減）、営業損失１千９百万円（前年同期

は営業利益３億円３千６百万円）となりました。 

  

（注）上記に記載しているセグメント別の売上高は、外部顧客への売上高とセグメント間の内部売上高又は振替高

の合計であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、原材料及び貯蔵品の増加がありましたが、受取手形及び売掛

金の減少、減価償却に伴う有形固定資産の減少、現金及び預金の減少により前連結会計年度末に比べ31億６千６

百万円減少し、891億８千４百万円となりました。 

 また、負債につきましては、短期借入金の増加がありましたが、支払手形及び買掛金の減少、長期借入金の減

少により前連結会計年度末に比べ22億４千９百万円減少し、425億４千万円となりました。 

 純資産は、主に為替変動に伴う為替換算調整勘定の変動影響により、前連結会計年度末に比べ９億１千７百万

円減少し、466億４千４百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は123億９千１百万円

（前年同期比10.1％増）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は４億１千６百万円（前年同期は78億２千８百万円の収入）となりました。

 これは主に減価償却費、売上債権の減少額、税金等調整前四半期純利益等により得られた資金から、仕入債

務の減少額、たな卸資産の増加額、法人税等の支払額等を差し引いた結果によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は15億９千９百万円（前年同期比8.6％増）となりました。 

 これは主に新機種投資に伴う有形固定資産の取得による支出、定期預金の預入による支出等により使用した

資金から、定期預金の払戻による収入等を差し引いた結果によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は21億４千６百万円（前年同期は42億４千３百万円の支出）となりました。

 これは主に短期借入金の純増額等により得られた資金から、長期借入金の返済による支出等を差し引いた結

果によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 売上高につきましては、北米を除く各地域において、顧客からの受注状況が計画を上回って推移する見通しであ

り、前回予想数値を上回る見込みであります。 

 利益面につきましては、為替の円高傾向による収益悪化影響はあるものの、増収及び費用削減施策の効果等によ

り前回予想数値を上回る見込みであります。 

 このような状況を踏まえ、平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想を以下のと

おり修正いたします。 

  

  

 なお、タイの当社連結子会社ワイエス・テック（タイランド）カンパニー・リミテッドは、洪水による直接被害

はないものの、主要な取引先が操業停止中であり、間接的な影響が予想されます。但し、現在のところ業績に与え

る影響が合理的に見積ることができないため、通期業績予想には含んでおりません。合理的な見積りが可能とな

り、重大な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。 

 為替レートは、第３四半期連結会計期間以降の為替想定レートを１米ドル80円から75円に変更しております。 

  

（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 

・税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四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。 

  

（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。 

  

 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 

前回業績予想(Ａ) 

(平成23年７月27日公表) 
 162,500  6,200  6,200  3,300

今回発表予想(Ｂ)  165,000  6,500  6,300  3,300

増減額(Ｂ－Ａ)  2,500  300  100  －

増減率(％)  1.5  4.8  1.6  －

前期実績  179,417  11,496  11,135  6,106

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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：百万円）

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 14,555 13,505

受取手形及び売掛金 18,457 16,586

有価証券 20 10

製品 3,326 2,431

仕掛品 2,502 1,977

原材料及び貯蔵品 9,073 11,123

繰延税金資産 662 1,135

その他 2,372 2,588

流動資産合計 50,970 49,357

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,474 22,521

減価償却累計額 △10,775 △11,000

建物及び構築物（純額） 11,699 11,521

機械装置及び運搬具 62,835 61,360

減価償却累計額 △46,909 △47,415

機械装置及び運搬具（純額） 15,926 13,945

工具、器具及び備品 18,725 18,394

減価償却累計額 △17,712 △17,573

工具、器具及び備品（純額） 1,013 820

土地 6,750 6,664

リース資産 179 197

減価償却累計額 △64 △86

リース資産（純額） 115 111

建設仮勘定 1,487 2,370

有形固定資産合計 36,992 35,433

無形固定資産 423 431

投資その他の資産   

投資有価証券 253 273

長期貸付金 22 25

長期前払費用 531 513

繰延税金資産 220 255

その他 2,962 2,921

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 3,964 3,962

固定資産合計 41,380 39,827

資産合計 92,351 89,184
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,952 15,824

短期借入金 8,316 11,875

リース債務 50 50

未払法人税等 850 436

賞与引当金 1,453 1,474

役員賞与引当金 3 －

災害損失引当金 179 45

その他 3,905 4,538

流動負債合計 34,713 34,245

固定負債   

長期借入金 7,986 6,417

リース債務 100 91

繰延税金負債 488 418

退職給付引当金 989 1,017

役員退職慰労引当金 282 74

負ののれん 217 163

その他 11 113

固定負債合計 10,076 8,295

負債合計 44,790 42,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金 565 565

利益剰余金 45,779 45,853

自己株式 △1 △1

株主資本合計 48,098 48,172

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5 △5

為替換算調整勘定 △7,718 △8,844

その他の包括利益累計額合計 △7,724 △8,850

少数株主持分 7,187 7,321

純資産合計 47,561 46,644

負債純資産合計 92,351 89,184
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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：百万円）

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 91,722 68,320

売上原価 79,711 61,505

売上総利益 12,010 6,814

販売費及び一般管理費 6,010 5,750

営業利益 5,999 1,063

営業外収益   

受取利息 72 119

負ののれん償却額 54 54

その他 122 135

営業外収益合計 249 308

営業外費用   

支払利息 225 175

為替差損 248 124

その他 24 60

営業外費用合計 499 359

経常利益 5,750 1,013

特別利益   

固定資産売却益 19 8

国庫補助金 49 49

負ののれん発生益 106 －

特別利益合計 175 57

特別損失   

固定資産廃棄損 45 15

固定資産売却損 0 0

固定資産圧縮損 49 49

投資有価証券売却損 3 －

特別退職金 9 187

特別損失合計 109 252

税金等調整前四半期純利益 5,816 818

法人税等 1,524 39

少数株主損益調整前四半期純利益 4,292 778

少数株主利益 810 407

四半期純利益 3,481 370
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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：百万円）

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 4,292 778

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 △0

為替換算調整勘定 △1,730 △1,130

その他の包括利益合計 △1,736 △1,130

四半期包括利益 2,555 △351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,825 △755

少数株主に係る四半期包括利益 730 403
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,816 818

減価償却費 3,675 2,963

負ののれん償却額 △54 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） 161 20

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △3

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △133

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △208

受取利息及び受取配当金 △73 △119

支払利息 225 175

固定資産売却損益（△は益） △18 △7

国庫補助金等収入 △49 △49

負ののれん発生益 △106 －

固定資産廃棄損 45 15

固定資産圧縮損 49 49

投資有価証券売却損益（△は益） 3 －

特別退職金 9 187

売上債権の増減額（△は増加） 400 1,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,500 △1,135

仕入債務の増減額（△は減少） 207 △3,515

その他 717 491

小計 9,568 770

利息及び配当金の受取額 73 119

利息の支払額 △228 △177

特別退職金の支払額 △42 △9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,541 △1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,828 △416

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,321 △859

定期預金の払戻による収入 1,766 1,868

有価証券の償還による収入 － 10

有形固定資産の取得による支出 △2,013 △2,665

有形固定資産の売却による収入 147 66

無形固定資産の取得による支出 △12 △47

投資有価証券の取得による支出 － △20

投資有価証券の売却による収入 3 －

国庫補助金等による収入 49 49

子会社株式の取得による支出 △85 －
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（単位：百万円）

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) 

貸付けによる支出 △6 △3

貸付金の回収による収入 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,472 △1,599

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,122 4,466

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17 △28

長期借入れによる収入 － 817

長期借入金の返済による支出 △2,174 △2,468

配当金の支払額 △281 △296

少数株主への配当金の支払額 △647 △344

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,243 2,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △372 △363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,740 △231

現金及び現金同等物の期首残高 9,514 12,623

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,255 12,391
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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） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、英国及びブラジルの現地法人の事業活動を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額36百万円は、セグメント間取引消去36百万円であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、英国及びブラジルの現地法人の事業活動を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△130百万円は、セグメント間取引消去△130百万円であります。 

   ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  日本 北米 アジア 中国
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

売上高    

(1)外部顧客への売上高  39,967  25,325  9,698  12,411  4,319  91,722  －  91,722

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 8,694  49  611  141  69  9,566  △9,566  －

計  48,662  25,375  10,309  12,553  4,389  101,289  △9,566  91,722

セグメント利益  1,955  268  1,621  1,782  336  5,963  36  5,999

  （単位：百万円）

  日本 北米 アジア 中国
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

売上高    

(1)外部顧客への売上高  28,704  18,529  7,644  10,751  2,689  68,320  －  68,320

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 6,694  114  415  79  63  7,366  △7,366  －

計  35,399  18,643  8,059  10,830  2,753  75,686  △7,366  68,320

セグメント利益又は損失(△)  △206  △523  1,096  847  △19  1,194  △130  1,063

（６）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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