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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 57,156 △5.9 5,001 △30.7 4,496 △34.0 2,646 △41.9
23年3月期第2四半期 60,713 25.2 7,213 302.9 6,812 397.9 4,555 733.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 3,195百万円 （16.2％） 23年3月期第2四半期 2,748百万円 （―％）

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 49.53 49.53
23年3月期第2四半期 85.36 85.33

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 126,090 81,973 63.7 1,503.91
23年3月期 127,925 81,439 61.6 1,473.85
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  80,374百万円 23年3月期  78,755百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
24年3月期 ― 22.00
24年3月期（予想） ― 23.00 45.00

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 120,000 △0.4 11,000 △16.0 10,500 △16.2 6,800 △9.7 127.25
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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  ：  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報告書の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
基づく四半期報告書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 
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仮定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）２ページ「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 53,754,477 株 23年3月期 53,754,477 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 310,813 株 23年3月期 319,126 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 53,439,765 株 23年3月期2Q 53,372,177 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のわが国経済は、東日本大震災による影響から徐々に持ち直しの傾向が見られたもの

の、急激な円高の進行や欧州債務問題など先行き不透明な状態で推移しました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーでは期初の落ち込みから漸く生産の回復が見られ、また

韓国自動車メーカーの伸長はあったものの、全体では回復半ばの状況となりました。 

 このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比5.9％減の571億

５千６百万円となりました。 

 利益面では、原価低減活動、固定費の削減等に努めましたが、販売減少による利益減が影響し、当第２四半期連

結累計期間の連結営業利益は前年同期比30.7％減の50億１百万円となりました。連結経常利益は前年同期比34.0％

減の44億９千６百万円となり、また連結四半期純利益は前年同期比41.9％減の26億４千６百万円となりました。 

   

セグメントの業績は次のとおりであります。   

①合成樹脂成形品事業 

 合成樹脂成形品事業は韓国自動車メーカーの伸長により販売が伸びたものの、日系自動車メーカーでは総じて震

災後の稼働低下の影響を受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間の合成樹脂成形品事業の売上高は前年

同期比7.5％減の490億円となりました。営業利益も販売減少による利益減と新拠点の立上費用もあり、前年同期比

26.9％減の62億１千８百万円となりました。 

②ベッド及び家具事業 

 ベッド及び家具事業は、高級ベッドとしてのシモンズブランドも浸透し、引き続き国内外とも好調に推移しまし

た。この結果、当第２四半期連結累計期間のベッド及び家具事業の売上高は前年同期比6.6％増の70億９千万円と

なりました。営業利益につきましては、販売増加による利益増や国内での生産の改善活動等もあり、前年同期比

28.4％増の７億２千３百万円となりました。   

③その他の事業 

 その他の事業は主に新聞及び出版事業であります。当第２四半期連結累計期間のその他事業の売上高は前年同期

比2.5％減の10億６千５百万円となりました。営業損失は１億６千３百万円となりました。 

    

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億３千４百万円減少して、1,260億９千万

円となりました。この主な減少要因は、借入金の返済や期末配当、法人税の納税等により現金及び預金が47億円減

少したこと等によるものであります。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ27億７千９百万円減少し、777億６千４百万円となりました。この主な減

少要因は受取手形及び売掛金12億９千６百万円の増加があったものの現金及び預金47億円の減少があったことよる

ものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ９億４千５百万円増加し、483億２千６百万円となりました。この主な増

加要因は、投資有価証券18億８百万円の減少があったものの有形固定資産が25億９千３百万円増加したことによる

ものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ23億６千８百万円減少し、441億１千７百万円となりました。この主な減

少要因は１年内返済長期借入金10億８千７百万円の減少並びに長期借入金７億１千４百万円の減少や未払法人税等

６億５千６百万円の減少によるものであります。 

 純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ５億３千４百万円増加し、819億７千３百万円となりました。この主

な増加要因は、少数株主持分10億８千４百万円の減少があったものの利益剰余金の増加13億７百万円や為替換算調

整勘定が５億６千６百万円増加したこと等によるものであります。 

  

 以上により当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント増加し、

63.7％となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、27億７千６百万円となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純利益42億２千３百万円、減価償却費28億９千７百万円などの資金増があ

り、一方で法人税等の支払額19億９千７百万円や売掛債権の増加11億８百万円の資金減があったことによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、49億２千２百万円となりまし

た。これは主に海外新拠点への設備投資を含む有形固定資産の取得54億９千９百万円があったことによるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、32億５千６百万円となりまし

た。これは主に長期借入金の返済19億２千６百万円、配当金の支払13億３千５百万円があったことによるものであ

ります。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて55億８千

４百万円減少し、334億１千７百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

（通期） 

  

 通期連結業績予想の修正理由 

 主力事業であります自動車向け合成樹脂成形品事業の販売については、タイの洪水の影響も見込まれますが、全

体として当初計画を上回ると見込まれるため、また利益面では販売増や原価低減活動による利益増が見込まれるた

め、通期の連結業績予想を修正致します。 

   

（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。 

  

  

  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 

前回発表予想（Ａ） 

平成23年６月23日発表  
115,000 10,000 9,500 6,000 112 29 

今回修正予想（Ｂ） 120,000 11,000 10,500 6,800 127 25 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,000 1,000 1,000 800 － 

増減率（％）  4.3 10.0 10.5 13.3 － 

（ご参考）前期通期実績 

（平成23年３月期） 
120,574 13,106 12,541 7,531 141 05 

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 39,228 34,527

受取手形及び売掛金 23,052 24,349

有価証券 3,879 2,739

商品及び製品 6,780 6,829

仕掛品 1,526 1,606

原材料及び貯蔵品 2,666 3,173

繰延税金資産 829 1,034

その他 2,646 3,575

貸倒引当金 △65 △71

流動資産合計 80,543 77,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,814 13,602

機械装置及び運搬具（純額） 5,084 5,548

金型（純額） 2,249 2,279

工具、器具及び備品（純額） 1,865 1,903

土地 12,726 13,215

建設仮勘定 2,972 3,728

その他（純額） 169 197

有形固定資産合計 37,882 40,475

無形固定資産   

のれん 324 347

その他 544 474

無形固定資産合計 869 821

投資その他の資産   

投資有価証券 6,847 5,038

繰延税金資産 649 725

その他 1,349 1,473

貸倒引当金 △217 △207

投資その他の資産合計 8,629 7,029

固定資産合計 47,381 48,326

資産合計 127,925 126,090



（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 12,219 11,744

未払金 2,004 1,915

未払法人税等 1,844 1,188

賞与引当金 1,263 1,275

その他 6,179 5,288

流動負債合計 23,512 21,412

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 5,255 4,540

繰延税金負債 544 859

退職給付引当金 1,756 1,909

その他 416 394

固定負債合計 22,973 22,704

負債合計 46,486 44,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 70,263 71,571

自己株式 △748 △734

株主資本合計 88,456 89,778

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213 △55

土地再評価差額金 △79 △79

為替換算調整勘定 △9,835 △9,269

その他の包括利益累計額合計 △9,701 △9,404

少数株主持分 2,683 1,598

純資産合計 81,439 81,973

負債純資産合計 127,925 126,090



（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 60,713 57,156

売上原価 40,745 39,098

売上総利益 19,968 18,057

販売費及び一般管理費 12,755 13,055

営業利益 7,213 5,001

営業外収益   

受取利息 128 146

その他 188 168

営業外収益合計 317 314

営業外費用   

為替差損 476 500

その他 241 319

営業外費用合計 718 819

経常利益 6,812 4,496

特別利益   

負ののれん発生益 0 174

その他 26 93

特別利益合計 27 267

特別損失   

震災に伴う操業度差異 － 505

その他 222 35

特別損失合計 222 540

税金等調整前四半期純利益 6,617 4,223

法人税等 1,809 1,306

少数株主損益調整前四半期純利益 4,808 2,917

少数株主利益 252 270

四半期純利益 4,555 2,646

少数株主利益 252 270

少数株主損益調整前四半期純利益 4,808 2,917

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △232 △269

為替換算調整勘定 △1,827 545

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 1

その他の包括利益合計 △2,059 277

四半期包括利益 2,748 3,195

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,513 2,944

少数株主に係る四半期包括利益 235 251



（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 6,617 4,223

減価償却費 2,796 2,897

のれん償却額 22 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 134 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 108 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 241 150

受取利息及び受取配当金 △156 △173

支払利息 154 152

為替差損益（△は益） 325 263

持分法による投資損益（△は益） △3 1

固定資産売却損益（△は益） △26 △5

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

売上債権の増減額（△は増加） △533 △1,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △562 △638

その他の資産の増減額（△は増加） △690 △728

仕入債務の増減額（△は減少） 23 △513

未払又は未収消費税等の増減額 △170 △114

その他の負債の増減額（△は減少） △20 168

その他 251 137

小計 8,512 4,760

利息及び配当金の受取額 154 176

利息の支払額 △156 △163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,208 △1,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,301 2,776

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 △1,455 △703

定期預金の払戻による収入 2,243 743

有価証券の取得による支出 △673 △606

有価証券の売却及び償還による収入 2,535 2,239

固定資産の取得による支出 △4,406 △5,499

固定資産の売却による収入 42 27

投資有価証券の取得による支出 △3,022 △83

投資有価証券の売却による収入 6 91

貸付けによる支出 △25 △35

貸付金の回収による収入 24 23

子会社株式の取得による支出 △1 △1,009

その他 △69 △110

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,802 △4,922



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 68 2,748

短期借入金の返済による支出 △85 △2,698

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10 △3

長期借入れによる収入 274 163

長期借入金の返済による支出 △164 △1,926

自己株式の売却による収入 221 10

自己株式の取得による支出 △3 △0

配当金の支払額 △1,066 △1,335

少数株主への配当金の支払額 △166 △216

財務活動によるキャッシュ・フロー △931 △3,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 △867 △182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300 △5,584

現金及び現金同等物の期首残高 34,108 39,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,807 33,417



該当事項はありません。   

  

【セグメント情報】 

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. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  2. セグメント利益又は損失の調整額△1,679百万円は、全社費用△1,744百万円及びセグメント間取引消去65

百万円が含まれております。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. セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  (参考情報） 

 〔所在地別セグメント情報〕 

  

  

  (関連情報） 

〔地域ごとの売上高情報〕  

  

    (注）１.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

        ２.アジアの数値は韓国の売上高を含んでおりません。 

        

（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）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

連結財務諸表

計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  52,968  6,651  59,620  1,093  －  60,713

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0  0  0  33  △34  －

計  52,969  6,651  59,620  1,127  △34  60,713

セグメント利益又は損失（△）  8,510  563  9,073  △180  △1,679  7,213

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  33,361 17,801 6,432 3,118  60,713  － 60,713

(2）セグメント間の内部売上高  2,170 1,247 2 0  3,421 (3,421) －

計  35,531 19,049 6,435 3,119  64,135 (3,421) 60,713

営業利益  4,474 3,347 429 280  8,532 (1,319) 7,213

  （単位：百万円）

  日本  韓国 アジア（注2） 北米 欧州 その他 合計

売上高(注1）  33,101  6,743  11,125  6,703  2,999  39  60,713



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. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  2. セグメント利益又は損失の調整額△1,777百万円は、全社費用△1,840百万円及びセグメント間取引消去63

百万円が含まれております。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. セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

(参考情報） 

 〔所在地別セグメント情報〕 

  

  

  (関連情報） 

〔地域ごとの売上高情報〕  

    (注）１.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

        ２.アジアの数値は韓国の売上高を含んでおりません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

連結財務諸表

計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  49,000  7,090  56,090  1,065  －  57,156

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1  0  1  46  △48  －

計  49,001  7,090  56,092  1,112  △48  57,156

セグメント利益又は損失（△）  6,218  723  6,941  △163  △1,777  5,001

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  29,315 18,376 6,060 3,403  57,156  － 57,156

(2）セグメント間の内部売上高  2,296 1,290 4 28  3,620 (3,620) －

計  31,611 19,667 6,065 3,432  60,777 (3,620) 57,156

営業利益  3,147 2,737 383 185  6,454 (1,452) 5,001

  （単位：百万円）

  日本  韓国 アジア（注2） 北米 欧州 その他 合計

売上高(注1）  29,053  7,728  10,773  6,313  3,239  48  57,156

（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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