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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 14,764 △11.2 631 △39.7 633 △41.5 303 △46.0
23年3月期第2四半期 16,625 40.1 1,046 ― 1,082 ― 562 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 240百万円 （△28.3％） 23年3月期第2四半期 335百万円 （―％）

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 19.44 ―
23年3月期第2四半期 35.98 ―

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 24,726 14,050 55.6
23年3月期 26,179 13,825 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,751百万円 23年3月期  13,637百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ― 7.00
24年3月期（予想） ― 8.00 15.00

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 31,000 △4.8 1,400 △26.4 1,400 △26.2 750 △25.4 47.99



(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）  ：  有  

 （注）詳細は、添付資料P．２「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」をご覧ください。 

(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 

（注）詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。  

(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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想のご利用に当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（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
 当社は、平成23年11月10日に証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、開催後速やかに当
社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 広州大中精密件有限公司 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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 17,690,040 株 23年3月期 17,690,040 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,063,090 株 23年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,626,950 株 23年3月期2Q 15,626,970 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や急激な円高の進行により、厳しい状況

で推移いたしました。 

当社の主力事業分野であります自動車業界におきましても、震災の影響を大きく受けた結果、国内の生産台数は

前年同期比81％となりました。 

このような状況下、当社グループにおいてもサプライチェーンの整備を進めるとともに、体制のスリム化や業務

の効率化による経費の圧縮に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は147億６千４百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益６億３

千１百万円（同39.7％減）、経常利益６億３千３百万円（同41.5％減）、四半期純利益３億３百万円（同46.0％

減）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。（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。） 

①日本 

売上高は95億９千８百万円（同4.5％減）、セグメント利益は４億７千９百万円（同30.7％減）となりまし

た。 

②北米 

売上高は26億３千２百万円（同25.6％減）、セグメント利益は２千７百万円（同80.2％減）となりました。 

③アジア 

売上高は13億３百万円（同11.3％減）、セグメント利益は１億３千６百万円（同18.5％減）となりました。 

④中国 

売上高は７億６千６百万円（同29.7％減）、４千万円のセグメント損失（前年同期は１億３千２百万円のセグ

メント利益）となりました。 

⑤欧州 

売上高は４億６千２百万円（前年同期比1.8％減）、１千万円のセグメント損失（前年同期は７百万円のセグ

メント損失）となりました。 

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月26日に公表いたしました「業績予想及び配当予想

の公表に関するお知らせ」に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第２四半期連結会計期間より、広州大中精密件有限公司は新たに設立されたため、連結の範囲に含めておりま

す。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。  

 なお、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、これによる影響はありません。  

  

  

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



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 7,126,578 5,866,927

受取手形及び売掛金 6,527,866 6,689,315

商品及び製品 3,705,728 3,513,536

仕掛品 223,230 264,446

原材料及び貯蔵品 649,922 715,131

繰延税金資産 349,532 323,817

その他 301,461 216,133

貸倒引当金 △11,668 △11,503

流動資産合計 18,872,653 17,577,804

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,401,496 2,428,653

減価償却累計額 △907,304 △951,355

建物及び構築物（純額） 1,494,192 1,477,297

機械装置及び運搬具 4,741,277 4,931,156

減価償却累計額 △2,756,229 △2,940,225

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,048 1,990,930

工具、器具及び備品 2,850,011 2,903,578

減価償却累計額 △2,565,203 △2,616,478

工具、器具及び備品（純額） 284,808 287,099

土地 606,658 597,372

建設仮勘定 117,532 16,395

有形固定資産合計 4,488,239 4,369,095

無形固定資産   

のれん 512,648 467,367

ソフトウエア 71,994 58,628

その他 118,880 120,871

無形固定資産合計 703,523 646,867

投資その他の資産   

投資有価証券 540,016 506,824

繰延税金資産 167,122 186,708

長期預金 600,000 600,000

その他 809,243 848,619

貸倒引当金 △1,668 △9,837

投資その他の資産合計 2,114,714 2,132,314

固定資産合計 7,306,478 7,148,277

資産合計 26,179,131 24,726,082



（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 8,288,247 6,917,801

1年内償還予定の社債 740,000 740,000

未払法人税等 463,415 274,511

賞与引当金 220,925 234,352

役員賞与引当金 49,280 25,250

その他 584,403 543,100

流動負債合計 10,346,270 8,735,014

固定負債   

社債 1,280,000 1,160,000

繰延税金負債 62,531 54,816

退職給付引当金 556,432 575,950

その他 107,897 149,864

固定負債合計 2,006,861 1,940,630

負債合計 12,353,132 10,675,645

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,444 1,611,444

利益剰余金 13,045,417 13,224,212

自己株式 △1,462,513 △1,462,513

株主資本合計 15,020,019 15,198,814

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,821 86,597

為替換算調整勘定 △1,489,507 △1,533,624

その他の包括利益累計額合計 △1,382,685 △1,447,026

新株予約権 31,671 51,510

少数株主持分 156,993 247,139

純資産合計 13,825,998 14,050,437

負債純資産合計 26,179,131 24,726,082



（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 16,625,712 14,764,057

売上原価 12,865,815 11,599,744

売上総利益 3,759,896 3,164,313

販売費及び一般管理費 2,713,633 2,533,066

営業利益 1,046,263 631,246

営業外収益   

受取利息 4,484 7,844

受取配当金 4,028 6,568

為替差益 16,556 －

作業くず売却益 20,169 15,925

その他 11,123 11,843

営業外収益合計 56,361 42,182

営業外費用   

支払利息 12,777 10,789

支払保証料 5,289 4,687

貸倒引当金繰入額 10 8,652

為替差損 － 15,493

その他 1,700 356

営業外費用合計 19,777 39,979

経常利益 1,082,846 633,449

特別利益   

固定資産売却益 183 1,124

貸倒引当金戻入額 655 －

特別利益合計 838 1,124

特別損失   

固定資産除却損 5,540 1,350

投資有価証券評価損 59,853 2,997

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

その他 71 629

特別損失合計 88,430 4,976

税金等調整前四半期純利益 995,255 629,597

法人税、住民税及び事業税 465,884 307,380

法人税等調整額 △40,809 12,548

法人税等合計 425,075 319,929

少数株主損益調整前四半期純利益 570,179 309,668

少数株主利益 7,955 5,857

四半期純利益 562,224 303,810



（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 570,179 309,668

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,329 △20,224

為替換算調整勘定 △228,238 △48,941

その他の包括利益合計 △234,568 △69,166

四半期包括利益 335,611 240,502

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 330,025 239,469

少数株主に係る四半期包括利益 5,585 1,032



（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 995,255 629,597

減価償却費 426,560 394,903

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,964 －

のれん償却額 45,280 45,280

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,162 19,768

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,780 13,982

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,720 △24,030

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,075 8,010

受取利息及び受取配当金 △8,512 △14,412

支払利息 12,777 10,789

投資有価証券評価損益（△は益） 59,853 2,997

固定資産売却損益（△は益） △112 △895

固定資産除却損 5,540 1,350

売上債権の増減額（△は増加） △267,789 △161,934

たな卸資産の増減額（△は増加） △360,242 64,121

仕入債務の増減額（△は減少） △162,409 △1,282,888

その他投資の増減額（△は増加） △10,382 △39,262

その他 10,685 138,922

小計 852,768 △193,700

利息及び配当金の受取額 9,582 15,372

利息の支払額 △12,777 △10,789

法人税等の支払額 △463,487 △501,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 386,085 △690,494

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 △264,400 △397,061

有形固定資産の売却による収入 183 4,826

無形固定資産の取得による支出 △2,996 △3,949

投資有価証券の取得による支出 △103,149 △3,904

貸付けによる支出 △1,800 △1,200

貸付金の回収による収入 10,815 10,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,347 △391,165

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △120,000 △120,000

リース債務の返済による支出 △31,264 △5,735

少数株主からの払込みによる収入 － 92,100

配当金の支払額 △109,388 △125,015

少数株主への配当金の支払額 － △3,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,653 △161,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,585 △16,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,500 △1,259,651

現金及び現金同等物の期首残高 6,606,700 7,126,578

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,353,200 5,866,927



 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．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△76,660千円は、セグメント間取引消去△31,379千円、のれ

ん償却額△45,280千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、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。 

  

２．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  

  該当事項はありません。  

   

［関連情報］ 

事業の種類別の情報 

売上高 

                                                                 （単位：千円） 

  

（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：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2  

日本 北米  アジア 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
10,055,263  3,539,371 1,470,006 1,089,884 471,186  16,625,712  － 16,625,712

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,349,268  － 37,260 284,336 1,013  2,671,878  △2,671,878 －

計 12,404,531  3,539,371 1,507,267 1,374,220 472,199  19,297,591  △2,671,878 16,625,712

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

691,500  139,586 167,413 132,373 △7,950  1,122,923  △76,660 1,046,263

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  15,393,764   744,028   487,919   16,625,712



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．セグメント利益又はセグメント損失の調整額39,406千円は、セグメント間取引消去84,687千円、のれん償

却額△45,280千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、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。 

  

２．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  

  該当事項はありません。  

  

  

［関連情報］ 

事業の種類別の情報 

売上高 

                                                                 （単位：千円） 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

タイ国において、７月以降の豪雨により大規模な洪水被害が発生しており、同国にある連結子会社が被害を受け

ております。現時点での被害状況は次のとおりであります。 

（1）被害の状況 

タイ国アユタヤ県のハイテク工業団地にある連結子会社OHASHI S.I.（THAILAND）CO.,LTD.は、敷地及び建

物において浸水被害を受け、現在、工場の操業を停止しております。 

（2）損害額 

当該洪水による損害につきましては、状況の確認中であり、保険による補填額を含め、現時点では未確定で

あります。   

（3）営業活動等に及ぼす影響 

当該工場の今後の操業につきましては、状況を見ながら決定してまいります。従いまして、営業活動等に及

ぼす影響は現時点で見積ることは困難であります。  

  

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2  

日本 北米  アジア 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
9,598,314  2,632,560 1,303,694 766,564 462,923  14,764,057  － 14,764,057

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,542,819  695 43,449 218,733 801  1,806,500  △1,806,500 －

計 11,141,133  2,633,255 1,347,144 985,298 463,725  16,570,558  △1,806,500 14,764,057

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

479,522  27,574 136,421 △40,790 △10,887  591,839  39,406 631,246

自動車関連部品事業 情報通信関連部品事業 その他関連部品事業 合計 

  13,981,207   299,063   483,786   14,764,057

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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