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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 2,916 △4.9 124 △49.1 114 △50.4 84 △40.9
23年3月期第2四半期 3,068 40.5 243 ― 231 ― 143 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 35百万円 （△68.0％） 23年3月期第2四半期 110百万円 （―％）

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 16.61 ―
23年3月期第2四半期 28.11 ―

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 8,026 5,400 66.0
23年3月期 8,276 5,400 64.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,299百万円 23年3月期  5,304百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
24年3月期 ― 6.50
24年3月期（予想） ― 6.50 13.00

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 6,430 2.9 490 5.2 460 4.8 320 12.3 62.57



(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２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

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 5,119,477 株 23年3月期 5,119,477 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,972 株 23年3月期 5,935 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 5,113,517 株 23年3月期2Q 5,113,667 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日本経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災によって急激に落ち込み

ましたが、サプライチェーンの復旧に伴い持ち直しの動きを続けています。しかしながら、円高の進行、海外景気

の回復ペースの鈍化等輸出環境が悪化しており、先行きについては不透明感が増しています。  

 自動車業界におきましては、生産体制の回復とともに生産台数が急速に回復しており、８月には前年同月比でプ

ラスに転じ、生産の持ち直しに伴って国内販売台数も回復し、９月には前年同月比△2.1％まで減少幅が縮小しま 

した。  

 このような状況のもと、当社グループの売上高は2,916百万円（対前年同期151百万円の4.9％減少）となりまし 

た。 

 利益面では、営業利益124百万円（対前年同期119百万円の49.1％減少）、経常利益114百万円（対前年同期116百

万円の50.4％減少）、四半期純利益84百万円（対前年同期58百万円の40.9％減少）となりました。 

 セグメント別では、日本は売上高2,377百万円（対前年同期194百万円の7.6％減少）、営業利益37百万円（対前 

年同期85百万円の69.7％減少）となりました。 

 タイ現地法人は売上高503百万円（対前年同期48百万円の10.6％増加）、営業利益102百万円（対前年同期15百万

円の13.4％減少）となり、中国現地法人は売上高91百万円（対前年同期30百万円の25.0％減少）、営業損失17百万

円（前年同期は営業利益２百万円）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,026百万円となり、前連結会計年度末に比べ250百万円の減少と

なりました。流動資産は434百万円減少しましたが、主として現金及び預金の減少373百万円、受取手形及び売掛金

の減少34百万円等によるものであります。固定資産は184百万円増加しましたが、主として建物及び構築物の増加 

183百万円によるものであります。 

 負債は2,626百万円となり、250百万円減少しました。流動負債は122百万円減少しましたが、主として支払手形 

及び買掛金の減少80百万円、短期借入金の増加56百万円、未払法人税等の減少99百万円等によるものであります。

固定負債は127百万円減少しましたが、主として社債の減少30百万円、長期借入金の減少87百万円等によるもので 

あります。  

 純資産は5,400百万円となり、０百万円減少となりましたが、主として利益剰余金の増加51百万円、その他有価 

証券評価差額金の減少35百万円、為替換算調整勘定の減少21百万円等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は66.0％と前連結会計年度末に比べ1.9ポイント増加しました。 

  

（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、1,166百万円と、前連結

会計年度末と比べ、373百万円の減少となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は146百万円（対前年同期減少率64.7％）となりました。これは主に税金等調整 

前四半期純利益114百万円（対前年同期減少率45.3％）、減価償却費172百万円（対前年同期減少率7.0％）、売上 

債権の減少額31百万円（対前年同期増加率205.9％）、仕入債務の減少額78百万円（対前年同期増加率95.5％）、 

法人税等の支払額106百万円（前年同期は６百万円）とな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） 

 投資活動の結果、使用した資金は351百万円（対前年同期増加率226.2％）となりました。これは主に有形固定資

産の取得による支出351百万円（対前年同期増加率250.9％）とな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） 

 財務活動の結果、使用した資金は158百万円（対前年同期減少率26.4％）となりました。これは主に短期借入金 

の純増加額52百万円（対前年同期増加率14.0％）、長期借入金の返済による支出91百万円（対前年同期減少率 

25.6％）、社債の償還による支出70百万円（前年同期と同額）、配当金の支払額33百万円（対前年同期増加率 

8.8％）となったこと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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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成23年６月20日に公表した平成24年３月期の連結業績予想を修正しました。 

 詳細につきましては、本日（平成23年10月31日）公表しました「業績予想との差異及び業績予想の修正に関す 

るお知らせ」をご参照下さい。 

    

  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．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：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 1,539,274 1,166,015

受取手形及び売掛金 1,575,977 1,541,898

商品及び製品 32,742 30,253

仕掛品 329,134 335,141

原材料及び貯蔵品 95,018 76,787

繰延税金資産 66,172 59,732

その他 32,048 26,007

流動資産合計 3,670,368 3,235,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,768,833 1,976,209

減価償却累計額 △990,423 △1,014,696

建物及び構築物（純額） 778,410 961,512

機械装置及び運搬具 4,889,547 5,033,317

減価償却累計額 △3,910,297 △4,009,243

機械装置及び運搬具（純額） 979,249 1,024,073

工具、器具及び備品 532,813 537,976

減価償却累計額 △439,585 △447,335

工具、器具及び備品（純額） 93,227 90,640

土地 2,013,250 2,011,329

建設仮勘定 157,421 157,918

有形固定資産合計 4,021,560 4,245,474

無形固定資産 79,829 80,204

投資その他の資産   

投資有価証券 369,007 307,591

繰延税金資産 － 15,492

その他 135,858 141,551

投資その他の資産合計 504,865 464,635

固定資産合計 4,606,255 4,790,315

資産合計 8,276,623 8,026,151
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 806,490 725,623

短期借入金 336,063 392,221

1年内償還予定の社債 100,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 176,200 175,269

未払法人税等 109,000 9,222

賞与引当金 121,976 138,757

役員賞与引当金 － 12,000

その他 334,644 348,405

流動負債合計 1,984,374 1,861,499

固定負債   

社債 100,000 70,000

長期借入金 288,126 200,818

長期未払金 193,834 193,834

繰延税金負債 2,884 －

退職給付引当金 247,775 250,900

その他 59,089 49,012

固定負債合計 891,710 764,566

負債合計 2,876,084 2,626,065

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,362,949 4,414,694

自己株式 △6,504 △6,517

株主資本合計 5,352,764 5,404,495

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67,787 32,479

為替換算調整勘定 △116,285 △137,956

その他の包括利益累計額合計 △48,497 △105,476

少数株主持分 96,272 101,067

純資産合計 5,400,539 5,400,086

負債純資産合計 8,276,623 8,026,151
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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 3,068,114 2,916,559

売上原価 2,300,939 2,285,637

売上総利益 767,175 630,922

販売費及び一般管理費 523,560 506,887

営業利益 243,614 124,034

営業外収益   

受取利息 462 650

受取配当金 1,942 2,872

助成金収入 － 12,559

受取補償金 6,484 －

その他 4,564 1,933

営業外収益合計 13,453 18,015

営業外費用   

支払利息 19,840 16,688

為替差損 5,902 10,600

その他 172 42

営業外費用合計 25,915 27,331

経常利益 231,152 114,718

特別利益   

固定資産売却益 － 234

投資有価証券売却益 － 420

持分変動利益 5,133 －

特別利益合計 5,133 654

特別損失   

固定資産売却損 － 21

固定資産除却損 1,817 362

投資有価証券売却損 － 263

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,654 －

特別損失合計 26,471 647

税金等調整前四半期純利益 209,813 114,725

法人税、住民税及び事業税 47,449 7,663

法人税等調整額 6,654 12,196

法人税等合計 54,104 19,860

少数株主損益調整前四半期純利益 155,709 94,865

少数株主利益 11,942 9,882

四半期純利益 143,767 84,982
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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 155,709 94,865

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,251 △35,308

為替換算調整勘定 △21,006 △24,264

その他の包括利益合計 △45,257 △59,573

四半期包括利益 110,451 35,291

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 100,303 28,003

少数株主に係る四半期包括利益 10,148 7,288
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 209,813 114,725

減価償却費 185,924 172,944

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,654 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,848 17,176

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,628 3,124

受取利息及び受取配当金 △2,404 △3,523

支払利息 19,840 16,688

為替差損益（△は益） 152 △134

固定資産売却損益（△は益） － △213

投資有価証券売却損益（△は益） － △156

固定資産除却損 1,817 362

持分変動損益（△は益） △5,133 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,273 31,421

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,628 12,674

仕入債務の増減額（△は減少） △40,133 △78,467

その他 △8,048 △34,476

小計 433,863 264,146

利息及び配当金の受取額 2,420 3,523

利息の支払額 △19,564 △14,928

法人税等の支払額 △6,319 △106,259

法人税等の還付額 4,989 49

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,389 146,531

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △100,071 △351,165

有形固定資産の売却による収入 － 304

無形固定資産の取得による支出 △1,384 △2,913

投資有価証券の取得による支出 △4,660 △5,337

投資有価証券の売却による収入 － 6,771

その他 △1,488 1,333

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,604 △351,008

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） 45,927 52,355

長期借入れによる収入 － 1,428

長期借入金の返済による支出 △122,561 △91,149

社債の償還による支出 △70,000 △70,000

自己株式の取得による支出 △62 △13

リース債務の返済による支出 △36,092 △15,507

配当金の支払額 △30,578 △33,262

少数株主への配当金の支払額 △2,059 △2,493

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,427 △158,641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,468 △10,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,889 △373,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,603 1,539,274

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,393,492 1,166,015
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 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） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                            （単位：千円）

     （注）１．セグメント利益の調整額△449千円には、セグメント間取引消去△21,235千円、各報告セグメント 

        に配分していない全社費用19,765千円、棚卸資産の調整額2,127千円及び固定資産の調整額△208千 

               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。 

         ２．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） 

   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 

                                            （単位：千円）

     （注）１. セグメント利益又は損失の調整額1,766千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

         △18,009千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等19,775千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。 

           ２. 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

  

報告セグメント   四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  2,492,741  452,724  122,648  3,068,114  －  3,068,114

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 79,889  2,802  －  82,691  △82,691  －

計  2,572,631  455,526  122,648  3,150,806  △82,691  3,068,114

セグメント利益 

 (営業利益)  
 122,762  118,792  2,509  244,064  △449  243,614

  

報告セグメント   四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  2,326,490  498,454  91,615  2,916,559  －  2,916,559

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 51,368  5,537  317  57,223  △57,223  －

計  2,377,858  503,991  91,932  2,973,783  △57,223  2,916,559

セグメント利益又は損失 

 (△)  
 37,253  102,930  △17,915  122,268  1,766  124,034

（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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