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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 4,463 △24.7 260 △20.8 128 △38.3 △113 ―

23年3月期第2四半期 5,926 39.5 328 ― 208 ― 186 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △119百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 177百万円 （―％）

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 △7.40 ―

23年3月期第2四半期 12.18 ―

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 8,067 834 10.3
23年3月期 8,870 954 10.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  834百万円 23年3月期  954百万円

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 0.00

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 9,123 △21.3 275 △60.7 61 △87.6 57 16.2 3.72



(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
四半期連結財務諸表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 
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予想値と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）２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 15,385,000 株 23年3月期 15,385,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 42,764 株 23年3月期 42,764 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,342,236 株 23年3月期2Q 15,342,760 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我が国の経済は、東日本大震災により一時的に落ち込んだ購買意欲や自粛ム

ードに回復の動きがみられたものの、欧米を中心に海外経済の減速懸念が浮上、さらに円高が進行するなど先行き

に対する不透明感が強まっております。  

 自動車業界においては、震災後は部品調達などが難航し、完成車の生産が停止するなど、大幅な減産が発生しま

したが、その後、徐々に回復の兆しを見せ始め、夏以降は生産の遅れを取り戻すため、段階的な増産体制に入って

おります。 

 当社グループにおきましては、懸念されていた電力不足も回避されたこと、トラック及び海外向けの乗用車の輸

出がアジア市場を中心に堅調に推移したこと等により、回復基調で推移しました。 

 このような情勢のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高4,463百万円（前年同期比24.7％減

少）、営業利益260百万円（前年同期比20.8％減少）、経常利益128百万円（前年同期比38.3％減少）、四半期純損

失113百万円となりました。 

また、連結子会社の固定資産の譲渡に伴う譲渡損を、関係会社整理損として特別損失に161百万円計上しておりま

す。 

なお、第１四半期で計上した、東日本大震災の発生により工場の生産ラインが一時的に停止していた期間の固定費

79百万円を、原価性の認められないものとして、引き続き特別損失として振り替えております。 

  

（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の総資産は8,067百万円となり、前連結会計年度末に比べ803百万円減少いたしまし

た。流動資産は2,799百万円となり、197百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の減少（247百万円）

等です。固定資産は5,268百万円となり605百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の減少であり、新

規取得よりも減価償却費が上回ったこと等により583百万円の減少となったことです。負債合計は7,232百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ683百万円減少いたしました。流動負債は3,202百万円となり、3,801百万円減少いた

しました。主な要因は、シンジケートローンの借り換えによる振替で短期借入金の減少（3,628百万円）等です。

固定負債は4,030百万円となり、3,118百万円増加いたしました。主な要因は、流動負債と同様に、シンジケートロ

ーンの借り換えによる振替で長期借入金の増加（3,189百万円）等です。純資産は834百万円となり、前連結会計年

度末に比べ119百万円減少いたしました。主な要因は利益剰余金の減少（113百万円）、その他有価証券評価差額金

の減少（6百万円）等です。 

  

（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、世界的な金融不安や 近発生した自然災害による各企業の海外

生産拠点での減産、操業停止等、為替レートの推移、原材料価格の変動等が極めて不透明なため、見通しがつき次

第、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 

 該当事項はありません。 

  

（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。  

  

 該当事項はありません。 

  

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 647,895 400,598

受取手形及び売掛金 1,768,965 1,792,748

商品及び製品 108,797 99,031

仕掛品 88,607 131,478

原材料及び貯蔵品 196,876 159,048

その他 185,223 216,182

流動資産合計 2,996,365 2,799,087

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,841,562 6,149,584

減価償却累計額 △4,434,225 △4,831,414

建物（純額） 1,407,336 1,318,170

工具、器具及び備品 20,969,293 21,114,898

減価償却累計額 △19,405,538 △19,622,977

工具、器具及び備品（純額） 1,563,755 1,491,921

土地 1,911,433 1,619,783

その他 3,960,132 3,916,222

減価償却累計額 △3,474,880 △3,561,357

その他（純額） 485,252 354,864

有形固定資産合計 5,367,777 4,784,740

無形固定資産 33,415 30,397

投資その他の資産   

その他 477,040 457,244

貸倒引当金 △4,133 △4,133

投資その他の資産合計 472,907 453,111

固定資産合計 5,874,100 5,268,250

資産合計 8,870,466 8,067,337

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,510,045 1,515,852

短期借入金 4,783,040 1,154,520

未払法人税等 14,748 12,746

賞与引当金 59,074 42,490

その他 636,993 476,446

流動負債合計 7,003,901 3,202,055

固定負債   

社債 10,000 5,000

長期借入金 162,320 3,351,480

退職給付引当金 645,096 606,861

その他 94,815 67,525

固定負債合計 912,232 4,030,867

負債合計 7,916,134 7,232,922
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,298,010 2,298,010

資本剰余金 2,323,426 2,323,426

利益剰余金 △3,738,463 △3,852,050

自己株式 △8,874 △8,874

株主資本合計 874,098 760,512

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,233 73,902

その他の包括利益累計額合計 80,233 73,902

純資産合計 954,331 834,415

負債純資産合計 8,870,466 8,067,337
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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 5,926,995 4,463,506

売上原価 4,961,412 3,629,531

売上総利益 965,583 833,974

販売費及び一般管理費 637,476 573,965

営業利益 328,106 260,008

営業外収益   

受取利息 2,192 259

受取配当金 5,058 5,370

金型精算差益 1,300 6,757

その他 17,324 8,853

営業外収益合計 25,876 21,240

営業外費用   

支払利息 117,417 85,188

為替差損 22,749 3,224

シンジケートローン手数料 － 60,000

その他 5,334 4,178

営業外費用合計 145,501 152,590

経常利益 208,481 128,658

特別利益   

固定資産売却益 1,052 3,700

特別利益合計 1,052 3,700

特別損失   

固定資産売却損 2,907 285

固定資産除却損 8,420 1,199

投資有価証券評価損 1,184 －

災害による損失 － 79,183

関係会社整理損 － 161,649

その他 112 －

特別損失合計 12,624 242,317

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（△）

196,909 △109,958

法人税、住民税及び事業税 5,874 5,516

法人税等調整額 4,103 △1,888

法人税等合計 9,978 3,627

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（△）

186,931 △113,586

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186,931 △113,586

㈱イクヨ (７２７３) 平成２４年３月期 第２四半期決算短信

- 5 -



（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（△）

186,931 △113,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,668 △6,330

為替換算調整勘定 11,393 －

その他の包括利益合計 △9,275 △6,330

四半期包括利益 177,656 △119,916

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 177,656 △119,916

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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