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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災、欧州経済の減速や継続する円高及

び株価低迷などにより、企業における生産活動は総じて低調に推移しました。しかしながら、自動車関

連分野では、震災により打撃を受けたサプライチェーンの立ち直りが鮮明となってきていることなど、

震災からの停滞を脱し景気回復の兆しも見えはじめています。 

 このような状況のなか、当社グループ国内拠点におきましては、太陽光発電関連部品を中心とした住

宅建材・住宅設備の販売が増加したものの、情報通信関連において部品の海外調達シフトによる売上の

減少、東日本大震災の影響から回復しつつある自動車・輸送機関連においても震災前の水準には至らな

かったこと等により、全体として低調に推移しました。 

 当社グループ海外拠点におきましては、北米では電機・電子関連の市場販売が伸び悩んだことで低調

に推移した一方、中華圏では域内の生産が引き続き堅調であったことなどから、家電製品を中心とした

電機・電子関連、及び自動車関連の需要増により好調に推移し、東南アジアでは、マレーシアで電機・

電子関連、タイで自動車関連の需要が依然安定していたことなど、全体として好調に推移しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は37,971百万円と前年同期比2,559百万円の減収とな

りました。利益面では、営業利益は673百万円と前年同期比325百万円の減益、経常利益は740百万円と

前年同期比308百万円の減益、四半期純利益は513百万円と前年同期比3百万円の増益となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比666百万円増の52,643百万円と

なりました。これは法人税等の支払いに伴う現金及び預金の減少等はありましたが、営業債権が増加し

たこと等によります。 

 また負債は、前連結会計年度末比530百万円増の19,260百万円となりました。これは仕入債務の支払

い、及び法人税等の支払いに充当するための当座借越により、短期借入金が増加したこと等によりま

す。 

 純資産は、前連結会計年度末比136百万円増の33,382百万円となりました。 

  

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の

様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、平成23年５月12日に公表いた

しました第２四半期連結業績予想及び通期業績予想につきましては、当初の予定どおり変更はありませ

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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社は、従来、有形固定資産のその他に含まれる金型については、定率法によって減価償却を行って

きましたが、当第１四半期連結会計期間より、生産高比例法に変更しております。この変更は、近年、

取引先納入部品用の金型が増加し、重要性が増していることから、金型の減価償却方法の見直しを行っ

た結果、当該金型代金相当額の取引条件（生産数量に応じて代金を回収）に対応させて減価償却を行う

ことで、従来の減価償却方法によった場合と比較して、より適正な期間損益を算定することを目的とし

て変更したものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益が78百万円それぞれ減少しております。 

  

該当事項はありません。 

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 3,365 2,826

受取手形及び売掛金 25,241 26,222

有価証券 28 207

商品及び製品 6,676 6,883

仕掛品 166 202

原材料及び貯蔵品 143 163

その他 1,438 1,401

貸倒引当金 △64 △53

流動資産合計 36,996 37,852

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,210 6,453

土地 4,394 4,361

建設仮勘定 398 54

その他（純額） 1,198 1,212

有形固定資産合計 12,202 12,081

無形固定資産 994 977

投資その他の資産   

投資有価証券 1,069 996

その他 779 793

貸倒引当金 △65 △58

投資その他の資産合計 1,783 1,732

固定資産合計 14,979 14,791

資産合計 51,976 52,643

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,268 10,872

短期借入金 4,098 5,982

未払法人税等 805 224

賞与引当金 548 555

その他 1,409 1,161

流動負債合計 18,130 18,796

固定負債   

長期借入金 18 6

退職給付引当金 6 7

役員退職慰労引当金 177 133

資産除去債務 174 174

その他 221 142

固定負債合計 599 464

負債合計 18,730 19,260
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 24,553 24,912

自己株式 △553 △554

株主資本合計 34,137 34,497

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 199

繰延ヘッジ損益 1 △1

為替換算調整勘定 △1,688 △1,886

その他の包括利益累計額合計 △1,434 △1,688

少数株主持分 542 573

純資産合計 33,245 33,382

負債純資産合計 51,976 52,643
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 40,530 37,971

売上原価 33,015 30,720

売上総利益 7,515 7,251

販売費及び一般管理費 6,516 6,577

営業利益 998 673

営業外収益   

受取利息 8 8

受取配当金 9 6

仕入割引 61 54

その他 106 121

営業外収益合計 186 191

営業外費用   

支払利息 25 21

売上割引 5 5

為替差損 34 59

貸倒引当金繰入額 28 1

その他 43 36

営業外費用合計 136 124

経常利益 1,048 740

特別利益   

事業譲渡益 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

減損損失 30 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

特別損失合計 82 10

税金等調整前四半期純利益 986 729

法人税、住民税及び事業税 395 180

法人税等調整額 54 △8

法人税等合計 450 171

少数株主損益調整前四半期純利益 535 558

少数株主利益 26 45

四半期純利益 509 513

少数株主利益 26 45

少数株主損益調整前四半期純利益 535 558

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △104 △53

繰延ヘッジ損益 1 △2

為替換算調整勘定 △265 △208

その他の包括利益合計 △368 △265

四半期包括利益 167 293

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 141 258

少数株主に係る四半期包括利益 26 34
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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更があった場合の注記
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