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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 7,907 △12.9 227 23.5 172 95.1 △1,632 ―

23年3月期第2四半期 9,078 34.2 184 ― 88 ― 30 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,742百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △168百万円 （―％）

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 △114.80 ―

23年3月期第2四半期 1.87 ―

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 18,735 8,075 43.1
23年3月期 20,265 10,151 50.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,075百万円 23年3月期  10,147百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ―
0.00 

～4.00
0.00 

～4.00

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 17,500 2.5 610 156.1 530 ― △1,400 ― △98.46



(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、四半期連結財務諸表に対する四
半期レビュー手続を実施中です。 

※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「(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 17,514,297 株 23年3月期 17,514,297 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,111,046 株 23年3月期 1,255,592 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,219,058 株 23年3月期2Q 16,337,135 株
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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの復旧
により生産や輸出に持ち直しの傾向が見られましたが、記録的な円高や欧州の財政問題及び米国
の景気減速、新興国経済の成長ペース鈍化等、景気の下振れ懸念が払拭されない状況が続いてお
ります。 
当社グループが属する自動車業界におきましては、震災により一時的に大幅な生産調整があっ

たものの、震災直後の想定を上回る速さで供給体制の立て直しが進み、６月には生産はほぼ回復
しました。しかしながら、タイの大洪水にともなう自動車減産や円高の長期化など、事業環境は
依然として先行き不透明な状況にあります。 
このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は7,907百万

円（前年同四半期比12.9％減）、営業利益は227百万円（前年同四半期比23.5％増）、経常利益
は172百万円（前年同四半期比95.1％増）、四半期純損失は1,632百万円（前年同四半期は30百万
円の四半期純利益）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
①自動車部品 
売上高は7,657百万円（前年同四半期比8.3％減）、セグメント利益は264百万円（前年同四

半期比62.7％増）となりました。 
②住宅 
売上高は217百万円（前年同四半期比68.7％減）、セグメント損失は25百万円（前年同四半

期のセグメント利益は32百万円）となりました。 
③包装製品 
売上高は32百万円（前年同四半期比11.2％増）、セグメント損失は11百万円（前年同四半期

のセグメント損失は10百万円）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は18,735百万円（前連結会計年度末比1,530百万

円減）となりました。 
このうち流動資産は、9,313百万円（前連結会計年度末比149百万円増）となりました。これは

主に現金及び預金が687百万円と短期貸付金が236百万円それぞれ減少した一方、売掛金が944百
万円及び未収入金が107百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 
固定資産は、9,368百万円（前連結会計年度末比1,671百万円減）となりました。これは主に建

設仮勘定が162百万円増加した一方、貸倒引当金が1,388百万円増加し、投資有価証券が313百万
円減少したこと等によるものです。 
 
(負債) 
当第２四半期連結会計期間末における負債は10,659百万円（前連結会計年度末比545百万円

増）となりました。 
 このうち流動負債は7,561百万円（前連結会計年度末比1,111百万円増）となりました。これ

は主に短期借入金が741百万円、１年内返済予定の長期借入金が223百万円それぞれ増加したこと
等によるものです。 
固定負債は、3,097百万円（前連結会計年度末比566百万円減）となりました。これは主に長期

借入金が563百万円減少したこと等によるものです。 
 

 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産は8,075百万円（前連結会計年度末比2,075百万円

減）となりました。これは主に利益剰余金が1,632百万円減少し、自己株式が328百万円増加した
こと等によるものです。 
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(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期通期の業績予想につきましては、東日本大震災による自動車生産休止分の挽回
生産等による売上増加と原価低減効果が見込まれる一方、タイの洪水による自動車減産の影響が
現時点では不透明であることを踏まえ、平成23年６月24日公表の業績予想を修正しております。 
詳細につきましては、平成23年11月４日付で開示しました「業績予想の修正、特別損失の計上

および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

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 

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） 

当第２四半期連結累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。 
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。 

 

(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。 

 

(4)  追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  
平成21年12月４日)を適用しております。 
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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  3,147,046  2,459,284 

  受取手形及び売掛金  3,669,075  4,668,483 

  商品及び製品  808,576  765,372 

  原材料及び貯蔵品  441,621  464,416 

  販売用不動産  72,084  72,441 

  繰延税金資産  143,029  143,029 

  その他  883,001  741,234 

  貸倒引当金  △794  △942 

  流動資産合計  9,163,641  9,313,321 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  1,881,355  1,860,310 

   機械装置及び運搬具（純額）  1,344,379  1,328,228 

   工具、器具及び備品（純額）  657,659  534,245 

   土地  2,008,450  2,008,450 

   リース資産（純額）  119,885  108,345 

   建設仮勘定  230,378  392,761 

   有形固定資産合計  6,242,108  6,232,342 

  無形固定資産  419,964  483,763 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  1,660,648  1,347,050 

   繰延税金資産  799,604  894,633 

   長期未収入金  2,809,518  2,792,518 

   保険積立金  281,444  281,444 

   その他  289,510  187,751 

   貸倒引当金  △1,462,910  △2,851,475 

   投資その他の資産合計  4,377,815  2,651,922 

  固定資産合計  11,039,889  9,368,028 

 繰延資産     

  開業費  62,374  54,225 

  繰延資産合計  62,374  54,225 

 資産合計  20,265,905  18,735,575 
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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  3,233,548  3,446,437 

  短期借入金  2,042,900  2,784,700 

  １年内返済予定の長期借入金  461,145  684,842 

  リース債務  33,829  40,135 

  未払法人税等  22,788  14,977 

  賞与引当金  211,584  188,625 

  その他  444,349  402,114 

  流動負債合計  6,450,146  7,561,832 

 固定負債     

  長期借入金  1,956,387  1,392,842 

  リース債務  140,093  144,284 

  退職給付引当金  1,268,913  1,278,048 

  長期未払金  263,197  245,776 

  その他  35,924  37,045 

  固定負債合計  3,664,515  3,097,996 

 負債合計  10,114,662  10,659,828 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  2,167,399  2,167,399 

  資本剰余金  1,696,397  1,696,397 

  利益剰余金  6,681,469  5,049,062 

  自己株式  △299,152  △627,527 

  株主資本合計  10,246,113  8,285,332 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  △21,060  △181,201 

  為替換算調整勘定  △77,451  △28,384 

  その他の包括利益累計額合計  △98,512  △209,585 

 少数株主持分  3,642  － 

 純資産合計  10,151,243  8,075,746 

負債純資産合計  20,265,905  18,735,575 
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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 

 

【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  9,078,781  7,907,770 

売上原価  7,580,663  6,422,616 

売上総利益  1,498,117  1,485,154 

販売費及び一般管理費  1,313,965  1,257,665 

営業利益  184,152  227,489 

営業外収益     

 受取利息  15,587  8,779 

 受取配当金  21,975  20,767 

 受取賃貸料  8,629  8,217 

 その他  4,422  3,265 

 営業外収益合計  50,615  41,028 

営業外費用     

 支払利息  93,712  37,850 

 支払手数料  23,383  27,477 

 その他  29,262  30,734 

 営業外費用合計  146,359  96,062 

経常利益  88,408  172,455 

特別利益     

 固定資産売却益  －  2,230 

 退職給付制度改定益  190,907  － 

 その他  16,989  － 

 特別利益合計  207,896  2,230 

特別損失     

 固定資産売却損  26,315  3,089 

 固定資産除却損  4,308  13,368 

 投資有価証券評価損  142,087  52,167 

 リファイナンス費用  －  116,558 

 貸倒引当金繰入額  －  1,388,800 

 災害による損失  －  284,365 

 減損損失  792  614 

 その他  62,658  11,142 

 特別損失合計  236,163  1,870,105 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

 60,142  △1,695,420 

法人税等  29,395  △63,305 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 30,746  △1,632,114 

少数株主利益  187  292 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  30,559  △1,632,406 
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 30,746  △1,632,114 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △186,210  △160,140 

 為替換算調整勘定  △12,984  49,343 

 その他の包括利益合計  △199,194  △110,796 

四半期包括利益  △168,448  △1,742,910 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △168,534  △1,743,479 

 少数株主に係る四半期包括利益  86  568 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、実施いたしました。平

成23年５月16日に2,854千株、328,210千円の自己株式を取得いたしました。 

 

 

 

 




