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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 19,079 5.7 371 △24.8 243 △35.4 112 △61.1

23年3月期第2四半期 18,053 39.5 493 ― 376 ― 289 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 39百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △171百万円 （―％）

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 12.46 ―

23年3月期第2四半期 32.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 24,387 6,418 26.2 707.02
23年3月期 22,655 6,431 28.3 709.48

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,378百万円 23年3月期  6,402百万円

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00
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  ：  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 39,228 8.1 875 △13.3 603 △30.3 215 △68.0 23.89



(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  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】2ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。 

(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仮定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、四半期決算短信【添付資料】2ページの「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」をご参照ください。 

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 9,149,400 株 23年3月期 9,149,400 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 127,399 株 23年3月期 125,821 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,022,836 株 23年3月期2Q 9,024,305 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、国内は東日本大震災の影響により企業の生産活動は急激な落

ち込みを見せましたが、被災地の復興に向けた動きが進むにつれて緩やかに回復する一方、欧州の金融不安や米国

の景気停滞懸念に伴う円高・株安の長期化に加えて原材料価額の高止まりが続いており、先行き不透明感が残る状

況で推移いたしました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、 百万円（前年同期比 %増）、利益面では東日本大震災に伴う

生産の混乱、円高の影響等により営業利益は 百万円（前年同期比 %減）、経常利益は 百万円（前年

同期比 %減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 %減）となりました。 

セグメントの状況は、以下のとおりです。 

① 自動車機器事業 

自動車機器事業は、国内は東日本大震災発生による減産の影響が残ったものの、自動車電装機器の伸長及び北

米が好調に推移したため、売上高は 億 百万円（前年同期比 %増）となりました。利益面では、自動車電

装機器事業の収益改善がありましたが、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱及び復旧の過程において特

に海外子会社において生産効率が悪化したこと、円高の影響等により、セグメント利益は 億 百万円（前年同

期比 %減）となりました。 

② 電子機器事業 

電子機器事業の主力である冷暖房用制御機器については、国内を中心に好調に推移し、売上高は 億 百万円

（前年同期比 %増）となりました。利益面でも、研究開発等の諸経費の増加を吸収して、セグメント利益は

億 百万円（前年同期比 %増）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、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加、棚卸資産等

の増加等により、前連結会計年度末比 億 百万円増加の 百万円となりました。負債は、支払手形及び買

掛金の増加、短期及び長期借入金の増加等により、前連結会計年度末比 億 百万円増加の 百万円となり

ました。純資産は、為替換算調整勘定の減少、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加等により、

百万円となり、この結果、自己資本比率は %（前連結会計年度は28.3%）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結会計期間における業績の進捗状況、世界的な景気減速懸

念、円高基調の継続、タイにおける洪水の発生等の経営環境を踏まえ、平成23年６月21日に公表いたしました通期

の連結業績予想を修正いたします。 

なお、詳細につきましては、本日公表（平成23年11月10日）の「平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想値

と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

また、本資料に掲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。 

  

（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 

税金費用については、当第２四半期連結会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。 

  

（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 

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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

190億79 5.7

3億71 24.8 2億43

35.4 1億12 61.1
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5 53
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63 15

5.1 3

98 70.9

17 31 243億87
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64億18 26.2

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 1,223,155 1,464,684

受取手形及び売掛金 5,931,252 7,102,548

商品及び製品 1,085,606 1,270,006

仕掛品 294,084 308,611

原材料及び貯蔵品 2,043,167 1,927,703

その他 1,145,930 1,143,683

貸倒引当金 △12,166 △11,359

流動資産合計 11,711,029 13,205,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,641,993 2,526,958

機械装置及び運搬具（純額） 3,277,047 3,289,920

土地 2,290,143 2,279,547

建設仮勘定 691,336 856,835

その他（純額） 414,361 481,720

有形固定資産合計 9,314,881 9,434,981

無形固定資産 87,437 205,327

投資その他の資産   

投資有価証券 718,381 874,637

その他 825,710 668,499

貸倒引当金 △2,250 △2,250

投資その他の資産合計 1,541,841 1,540,886

固定資産合計 10,944,161 11,181,195

資産合計 22,655,190 24,387,073



（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 6,862,849 6,948,129

短期借入金 1,647,293 2,943,091

1年内返済予定の長期借入金 1,008,925 1,080,358

未払金 2,377,632 2,297,544

未払法人税等 121,889 118,215

賞与引当金 501,138 521,880

リース資産減損勘定 22,619 19,488

その他 338,581 503,131

流動負債合計 12,880,928 14,431,839

固定負債   

長期借入金 2,017,179 2,240,541

退職給付引当金 820,811 815,690

役員退職慰労引当金 231,655 236,265

長期リース資産減損勘定 12,047 1,723

その他 260,777 242,534

固定負債合計 3,342,471 3,536,754

負債合計 16,223,399 17,968,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 1,478,514 1,539,453

自己株式 △59,188 △59,847

株主資本合計 7,492,268 7,552,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,770 189,315

繰延ヘッジ損益 △928 2,119

為替換算調整勘定 △1,190,096 △1,365,268

その他の包括利益累計額合計 △1,090,254 △1,173,834

少数株主持分 29,777 39,766

純資産合計 6,431,790 6,418,479

負債純資産合計 22,655,190 24,387,073



（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 18,053,226 19,079,562

売上原価 14,954,874 15,914,666

売上総利益 3,098,352 3,164,896

販売費及び一般管理費 2,604,821 2,793,856

営業利益 493,531 371,039

営業外収益   

受取利息 5,129 5,269

受取配当金 5,509 8,106

補助金収入 6,545 7,089

その他 34,705 30,407

営業外収益合計 51,890 50,872

営業外費用   

支払利息 53,565 51,160

手形売却損 1,938 1,692

為替差損 108,157 121,434

その他 5,699 4,502

営業外費用合計 169,360 178,790

経常利益 376,060 243,122

特別利益   

固定資産売却益 1,027 729

特別利益合計 1,027 729

特別損失   

固定資産売却損 258 129

固定資産除却損 8,270 9,349

減損損失 15,290 －

特別損失合計 23,818 9,478

税金等調整前四半期純利益 353,269 234,372

法人税等 62,223 111,430

少数株主損益調整前四半期純利益 291,045 122,941

少数株主利益 1,902 10,528

四半期純利益 289,143 112,412



（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 291,045 122,941

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,063 88,544

繰延ヘッジ損益 1,405 3,047

為替換算調整勘定 △405,788 △175,161

その他の包括利益合計 △462,447 △83,568

四半期包括利益 △171,401 39,373

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △173,278 28,833

少数株主に係る四半期包括利益 1,877 10,539



（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 353,269 234,372

減価償却費 687,692 696,458

減損損失 15,290 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,853 △635

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,315 △5,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,350 4,610

受取利息及び受取配当金 △10,639 △13,375

支払利息 53,565 51,160

為替差損益（△は益） 32,075 67,824

有形固定資産除却損 8,270 9,349

有形固定資産売却損益（△は益） △768 △599

売上債権の増減額（△は増加） △525,007 △1,227,375

たな卸資産の増減額（△は増加） △384,916 △134,036

仕入債務の増減額（△は減少） 1,214,399 △2,278

賞与引当金の増減額（△は減少） 112,315 20,505

その他 148,125 69,372

小計 1,693,852 △229,771

利息及び配当金の受取額 10,639 13,375

利息の支払額 △55,570 △52,132

法人税等の還付額 － 44,357

法人税等の支払額 △110,769 △135,990

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,538,151 △360,160

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 △717,268 △966,763

有形固定資産の売却による収入 6,815 7,983

無形固定資産の取得による支出 △28,082 △120,598

投資有価証券の取得による支出 △8,680 △7,690

その他 4,191 △8,653

投資活動によるキャッシュ・フロー △743,025 △1,095,722

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） 195,787 1,299,431

長期借入れによる収入 － 891,970

長期借入金の返済による支出 △608,837 △554,785

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 35,340

配当金の支払額 △18,049 △45,117

少数株主への配当金の支払額 △1,100 △550

その他 △18,366 27,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,565 1,654,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,407 △57,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 261,152 140,855

現金及び現金同等物の期首残高 1,119,367 1,195,036

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 100,008

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,380,520 1,435,900



該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの状況 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つの事業を基本に組織が構成されており、各事業本部

は、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「自動車機器事業」は、ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、回転センサー、車載用電子制

御基板等を製造・販売しております。 

「電子機器事業」は、ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器及び電子着火装置等を製

造・販売しております。 

  

２．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 

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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用 千円でありま

す。なお、全社費用には、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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用 千円でありま

す。なお、全社費用には、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。 

（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

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２ 自動車機器事業 電子機器事業 計

売上高          

外部顧客への売上高  12,045,454 6,007,772 18,053,226  － 18,053,226

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － － －  － －

計  12,045,454 6,007,772 18,053,226  － 18,053,226

セグメント利益  745,167 233,256 978,424  (484,893) 493,531

484,893 484,893

  
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 自動車機器事業 電子機器事業 計

売上高          

外部顧客への売上高  12,764,086 6,315,476 19,079,562  － 19,079,562

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － － －  － －

計  12,764,086 6,315,476 19,079,562  － 19,079,562

セグメント利益  553,525 398,549 952,075  (581,035) 371,039

581,035 581,035



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

（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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