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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 14,476 △11.3 492 △45.7 523 △37.3 207 △68.9
23年3月期第2四半期 16,322 50.8 905 686.9 834 372.2 668 939.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 391百万円 （32.7％） 23年3月期第2四半期 295百万円 （―％）

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 16.55 16.55
23年3月期第2四半期 53.33 53.31

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 23,557 11,727 48.3
23年3月期 24,211 11,402 45.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,388百万円 23年3月期  11,080百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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 28,500 △13.4 800 △60.1 850 △56.5 450 △73.6 35.89



(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
半期財務諸表のレビュー手続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、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条件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P.2「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。 
 
・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料については、速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 
  平成23年11月16日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
 
・上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームペー
ジをご確認ください。 

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 12,558,251 株 23年3月期 12,558,251 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 20,546 株 23年3月期 30,527 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,534,831 株 23年3月期2Q 12,526,365 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）の当社グループの経営環境は、

日本及び東南アジアにおけるワイヤーハーネスの需要の減少、欧米における太陽光発電の需要の減少な

どにより、厳しいものとなりました。この状況に対応すべく、当社グループは受注に対応したタイムリ

ーな生産体制の見直しや現地調達材料の使用によるコストダウンなど利益の確保に努めてまいりまし

た。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、14,476百万円（前年同四半期連結累計期間比

11.3％減）となりました。利益面におきましては、売上減少の影響が大きく営業利益492百万円（前年

同四半期連結累計期間比45.7％減）、経常利益523百万円（前年同四半期連結累計期間比37.3％減）と

なり、四半期純利益は投資有価証券評価損を計上したことなどにより207百万円（前年同四半期連結累

計期間比68.9％減）となりました。 

  

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資産合計は、23,557百万円（前連結会計年度末比653百万円

減）となりました。現金及び預金が604百万円増加しましたものの、受注の減少により受取手形及び売

掛金が916百万円減少、投資有価証券が174百万円減少したことなどが主な要因であります。 

負債合計は、11,830百万円（前連結会計年度末比978百万円減）となりました。受注の減少に伴い支

払手形及び買掛金が1,000百万円減少したことなどによります。  

純資産合計は、11,727百万円（前連結会計年度末比324百万円増）となりました。主な増加要因は、

利益剰余金の増加144百万円及び為替換算調整勘定の増加162百万円であります。 

  

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は4,657百万円となり、前連結会計年度末

に比べて604百万円増加しました。 

  

（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るキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間の104百万円に対し、664百万円となりました。税金等調整前四半期純利益465百万円、売上債権の減

少975百万円、仕入債務の減少1,075百万円が主な要因であります。 

  

（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よるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間のマイナス590百万円に対し、マイナス138百万円となりました。有形固定資産の取得425百万円、有

形固定資産の売却298百万円、投資有価証券の取得306百万円、投資有価証券の償還400百万円が主な要

因であります。 

  

（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よるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間のマイナス410百万円に対し、マイナス12百万円となりました。有利子負債の純増79百万円、配当金

の支払62百万円があったこと等によります。 

  

平成24年３月期の業績につきましては、平成23年10月17日に公表いたしました業績予想の通りであり

ます。 

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。 

  

  

 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
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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 4,272,835 4,877,674

受取手形及び売掛金 8,974,634 8,057,776

商品及び製品 1,540,751 1,722,807

仕掛品 475,565 384,997

原材料及び貯蔵品 2,820,041 2,810,480

繰延税金資産 284,458 232,302

その他 510,179 329,733

貸倒引当金 △26,623 △28,018

流動資産合計 18,851,841 18,387,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,492,557 2,785,468

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,548,502 △1,779,880

建物及び構築物（純額） 944,054 1,005,588

機械装置及び運搬具 4,221,763 4,376,052

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,010,453 △3,146,588

機械装置及び運搬具（純額） 1,211,309 1,229,463

土地 1,165,980 911,729

建設仮勘定 7,466 124,367

その他 1,085,258 1,108,033

減価償却累計額及び減損損失累計額 △777,677 △824,642

その他（純額） 307,581 283,390

有形固定資産合計 3,636,392 3,554,539

無形固定資産 208,334 284,635

投資その他の資産

投資有価証券 981,166 806,861

長期貸付金 635 470

繰延税金資産 174,509 141,215

その他 359,468 383,224

貸倒引当金 △1,200 △1,400

投資その他の資産合計 1,514,580 1,330,371

固定資産合計 5,359,307 5,169,546

資産合計 24,211,148 23,557,300
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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 5,819,460 4,818,466

短期借入金 1,995,274 2,793,504

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払法人税等 160,112 83,696

賞与引当金 153,570 166,744

役員賞与引当金 42,000 10,000

その他 899,192 810,521

流動負債合計 9,069,609 8,882,934

固定負債

社債 400,000 200,000

長期借入金 2,964,495 2,253,073

繰延税金負債 12,463 12,565

退職給付引当金 208,142 205,180

資産除去債務 15,340 15,621

その他 138,565 260,678

固定負債合計 3,739,008 2,947,119

負債合計 12,808,617 11,830,053

純資産の部

株主資本

資本金 2,323,059 2,323,059

資本剰余金 2,041,289 2,042,231

利益剰余金 8,200,720 8,345,589

自己株式 △7,926 △5,409

株主資本合計 12,557,142 12,705,471

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12,567 △14,337

為替換算調整勘定 △1,464,568 △1,302,387

その他の包括利益累計額合計 △1,477,135 △1,316,725

少数株主持分 322,524 338,500

純資産合計 11,402,531 11,727,246

負債純資産合計 24,211,148 23,557,300
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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 16,322,514 14,476,929

売上原価 12,835,560 11,732,706

売上総利益 3,486,954 2,744,222

販売費及び一般管理費 2,581,436 2,252,222

営業利益 905,517 492,000

営業外収益

受取利息 6,903 4,157

受取配当金 7,809 8,658

設備賃貸料 12,778 9,143

為替差益 － 17,923

持分法による投資利益 2,628 7,688

スクラップ売却益 23,339 22,982

その他 83,499 37,911

営業外収益合計 136,958 108,464

営業外費用

支払利息 38,093 47,667

為替差損 96,897 －

その他 72,914 29,320

営業外費用合計 207,905 76,988

経常利益 834,570 523,476

特別利益

固定資産売却益 2,294 35,802

投資有価証券売却益 3,418 －

特別利益合計 5,712 35,802

特別損失

固定資産処分損 37,823 6,185

投資有価証券評価損 － 81,952

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,199 －

その他 6,397 5,608

特別損失合計 72,420 93,746

税金等調整前四半期純利益 767,863 465,532

法人税、住民税及び事業税 115,176 163,132

法人税等調整額 △36,179 73,147

法人税等合計 78,996 236,280

少数株主損益調整前四半期純利益 688,867 229,252

少数株主利益 20,808 21,744

四半期純利益 668,058 207,507
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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 688,867 229,252

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,713 △1,770

為替換算調整勘定 △362,279 169,296

持分法適用会社に対する持分相当額 25,524 △4,876

その他の包括利益合計 △393,468 162,649

四半期包括利益 295,398 391,901

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 314,364 367,918

少数株主に係る四半期包括利益 △18,966 23,982
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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 767,863 465,532

減価償却費 294,408 283,726

投資有価証券評価損益（△は益） － 81,952

持分法による投資損益（△は益） △2,628 △7,688

持分変動損益（△は益） － 5,408

固定資産売却損益（△は益） △2,294 △35,802

固定資産処分損益（△は益） 37,823 6,185

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,199 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,747 1,795

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,080 12,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,550 △3,700

受取利息及び受取配当金 △14,712 △12,815

支払利息 38,093 47,667

売上債権の増減額（△は増加） △1,776,571 975,916

たな卸資産の増減額（△は増加） △511,371 △17,341

仕入債務の増減額（△は減少） 1,126,929 △1,075,097

その他 261,682 257,876

小計 322,699 985,970

利息及び配当金の受取額 12,536 13,963

利息の支払額 △37,983 △43,908

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △192,783 △291,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,469 664,785

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 △376,556 △425,581

有形固定資産の売却による収入 39,842 298,660

投資有価証券の取得による支出 △300,726 △306,384

投資有価証券の償還による収入 99,963 400,000

その他 △52,869 △105,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △590,347 △138,357

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） △289,263 121,042

長期借入れによる収入 539,700 200,000

長期借入金の返済による支出 △604,032 △241,107

自己株式の売却による収入 1,775 3,459

配当金の支払額 △37,568 △62,638

少数株主への配当金の支払額 △8,745 △8,006

その他 △12,581 △25,206

財務活動によるキャッシュ・フロー △410,716 △12,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 △169,462 90,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,066,056 604,868

現金及び現金同等物の期首残高 5,179,744 4,052,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,113,687 4,657,317
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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）セグメント情報等

 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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 ヨーロッパ 北米
アジア（日本
を除く）

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,767,638 1,930,149 2,327,052 3,297,674 16,322,514 16,322,514

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,645,703 2,352 1,045 4,671,995 9,321,097 9,321,097

計 13,413,341 1,932,502 2,328,098 7,969,670 25,643,612 25,643,612

セグメント利益 439,625 175,933 130,539 173,304 919,403 919,403

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 919,403

セグメント間取引消去 △13,885

四半期連結損益計算書の営業利益 905,517

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 ヨーロッパ 北米
アジア（日本
を除く）

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,677,607 1,814,732 2,334,827 2,649,761 14,476,929 14,476,929

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,647,330 5,071 1,133 3,836,203 6,489,739 6,489,739

計 10,324,937 1,819,804 2,335,961 6,485,965 20,966,669 20,966,669

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

207,572 151,984 102,199 △30,154 431,601 431,601

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 431,601

セグメント間取引消去 60,398

四半期連結損益計算書の営業利益 492,000

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（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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