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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 10,593 9.6 161 84.8 271 52.1 192 41.0
23年3月期第2四半期 9,668 25.7 87 ― 178 ― 136 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 19百万円 （△89.6％） 23年3月期第2四半期 189百万円 （―％）

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 12.95 ―

23年3月期第2四半期 9.18 ―

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 17,438 7,441 42.1
23年3月期 17,409 7,424 42.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,342百万円 23年3月期  7,327百万円

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 ― 4.00 ― 0.00 4.00
24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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 20,500 5.3 180 116.2 320 15.5 230 ― 15.38



(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）当四半期連結累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）詳細は、添付資料2ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
に基づく四半期報告書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 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。 

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 14,950,000 株 23年3月期 14,950,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 84,495 株 23年3月期 83,375 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,865,998 株 23年3月期2Q 14,870,801 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経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞から脱却し、企業

の生産活動が持ち直している一方、ギリシャの財政危機に端を発した金融市場の混乱や、欧州や米国の景気の減速

懸念から先行き不透明感を払拭できない状況となっております。 

 このような経済環境の中、売上高は105億93百万円（前年同期は96億68百万円）となりました。震災後の自動車

メーカによる減産の影響を受けていた主要製品の四輪車搭載用モータが前年並みまで販売を回復し、雪上車用・船

外機用・発電機用等の電装品が顧客の生産回復傾向により売上を増加したことで、売上高は増加しました。 

 利益につきましては、経費の抑制的運営の効果等により、営業利益1億61百万円（前年同期は87百万円）、経常

利益2億71百万円（前年同期は1億78百万円）、四半期純利益1億92百万円（前年同期は1億36百万円）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財政状態は、総資産が174億38百万円となり、前連結会計年度末174億9百万円に

対し29百万円増加いたしました。流動資産につきましては、売上高増加による受取手形及び売掛金3億44百万円の

増加と、関係会社預け金（㈱日立製作所プーリング制度）2億14百万円・たな卸資産1億31百万円の減少等により35

百万円の増加となりました。固定資産につきましては、本社事務管理棟の取得等による有形固定資産2億14百万円

の増加と、投資有価証券2億85百万円の減少等により、6百万円の減少となりました。 

 負債の部につきましては99億97百万円となり、前連結会計年度末99億84百万円に対し12百万円の増加となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金1億90百万円・未払金1億1百万円等の増加と、借入金の返済による89百万円の

減少、繰延税金負債1億19百万円の減少等によるものです。 

 純資産の部につきましては74億41百万円となり、前連結会計年度末74億24百万円に対し16百万円の増加となりま

した。 

  

②キャッシュ・フロ－の状況 

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9億57百万円となり、前年同期5億47百万円に対し4

億9百万円の増加となりました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの増減の要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは売上高の回復による売上債権の増加3億44百万円等があったものの、税金

等調整前四半期純利益2億66百万円・減価償却費4億5百万円を計上し、仕入債務が1億90百万円増加しました。この

結果キャッシュ・フローは4億89百万円の資金増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に本社事務管理棟等の有形固定資産取得による支出5億65百万円によ

るものです。この結果キャッシュ・フローは5億79百万円の資金減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは主に長期借入金の返済による支出89百万円によるものです。この結果キ

ャッシュ・フローは91百万円の資金減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 平成24年3月期の業績予想につきましては、レアアースの高騰や、為替レートが円高基調にあるなど先行きに対

する不透明な要素が多く、現時点では平成23年6月22日に公表の予想値を据え置くことといたしますが、今後の業

績推移に応じて修正の必要が生じた場合は速やかに公表いたします。 

  

  

（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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 358 391

関係会社預け金 781 566

受取手形及び売掛金 6,544 6,889

商品及び製品 813 688

仕掛品 1,117 1,029

原材料及び貯蔵品 218 300

繰延税金資産 1,014 1,014

その他 229 233

流動資産合計 11,078 11,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 891 1,197

機械装置及び運搬具（純額） 1,751 1,597

土地 842 842

リース資産（純額） 65 36

建設仮勘定 127 217

その他（純額） 129 131

有形固定資産合計 3,807 4,022

無形固定資産 157 151

投資その他の資産   

投資有価証券 1,787 1,502

出資金 467 496

その他 116 156

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 2,366 2,149

固定資産合計 6,331 6,324

資産合計 17,409 17,438
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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 5,302 5,492

1年内返済予定の長期借入金 179 179

リース債務 48 29

未払法人税等 24 89

賞与引当金 443 465

その他 483 620

流動負債合計 6,481 6,877

固定負債   

長期借入金 1,175 1,085

リース債務 17 7

繰延税金負債 345 225

災害損失引当金 118 59

製品補償引当金 1,678 1,625

長期前受金 101 66

その他 67 50

固定負債合計 3,502 3,119

負債合計 9,984 9,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 747 747

資本剰余金 410 410

利益剰余金 5,274 5,467

自己株式 △21 △21

株主資本合計 6,411 6,604

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 958 790

為替換算調整勘定 △42 △51

その他の包括利益累計額合計 916 738

少数株主持分 96 99

純資産合計 7,424 7,441

負債純資産合計 17,409 17,438
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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 9,668 10,593

売上原価 8,461 9,354

売上総利益 1,206 1,239

販売費及び一般管理費 1,118 1,077

営業利益 87 161

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 18 20

持分法による投資利益 70 88

廃材処分益 2 4

雑収入 8 7

営業外収益合計 100 121

営業外費用   

支払利息 1 5

為替差損 8 5

雑支出 － 0

営業外費用合計 9 11

経常利益 178 271

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 6 5

特別損失合計 6 5

税金等調整前四半期純利益 172 266

法人税等 32 68

少数株主損益調整前四半期純利益 139 197

少数株主利益 3 4

四半期純利益 136 192
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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 139 197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 63 △168

為替換算調整勘定 △14 △9

その他の包括利益合計 49 △177

四半期包括利益 189 19

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 185 14

少数株主に係る四半期包括利益 3 4
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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 172 266

減価償却費 403 405

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △59

製品補償引当金の増減額（△は減少） － △53

賞与引当金の増減額（△は減少） 56 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 －

前払年金費用の増減額（△は増加） － △41

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △0

受取利息及び受取配当金 △18 △20

支払利息 1 5

持分法による投資損益（△は益） △70 △88

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

有形固定資産除却損 6 5

売上債権の増減額（△は増加） △1,039 △344

たな卸資産の増減額（△は増加） 10 131

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13 △4

仕入債務の増減額（△は減少） 307 190

長期前受金の増減額（△は減少） △275 △34

その他の流動負債の増減額（△は減少） 115 83

その他の固定負債の増減額（△は減少） △19 △26

小計 △337 436

利息及び配当金の受取額 50 70

利息の支払額 △1 △5

法人税等の支払額 △54 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー △342 489

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △467 △565

有形固定資産の除却による支出 △0 △2

無形固定資産の取得による支出 △16 △17

投資有価証券の売却による収入 － 6

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △485 △579

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 700 －

長期借入金の返済による支出 － △89

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △59 △0

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 639 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188 △181

現金及び現金同等物の期首残高 736 1,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 547 957
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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