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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 905 △24.2 △61 ― △88 ― △92 ―

23年3月期第2四半期 1,193 34.0 △66 ― △88 ― △102 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △103百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △118百万円 （―％）

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 △21.24 ―

23年3月期第2四半期 △23.59 ―

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 3,946 1,034 26.2 237.55
23年3月期 4,002 1,137 28.4 261.22

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,034百万円 23年3月期  1,137百万円

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 3,180 19.2 75 ― 35 ― 24 ― 5.51



(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、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あります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、四半期
決算短信(添付資料2ページ)「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

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 4,495,000 株 23年3月期 4,495,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 141,718 株 23年3月期 141,718 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,353,282 株 23年3月期2Q 4,353,282 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧とともに企業の生産活動

や個人消費は回復の兆しを見せる一方で、円高や株安、欧州の金融不安等依然として先行きの不透明な

状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様第一主義に徹し、積極的な営業活動を

展開しましたが、自動二輪車等部品事業におきましては、国内における受注が低調であったこと、工作

機械事業におきましては、工作機械専用機の販売が伸び悩んだこと等により、売上高は9億5百万円(前

年同期比24.2％減)となりました。利益面につきましては、生産コストの削減、製造、管理部門におけ

る経費削減、業務の効率化等を行いましたが、受注が低調であったことにより、営業損失6千1百万円

(前年同期は営業損失6千6百万円)、経常損失8千8百万円(前年同期は経常損失8千8百万円)、四半期純損

失9千2百万円(前年同期は 四半期純損失1億2百万円)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は39億4千6百万円となり、前連結会計年度末と比較して

5千5百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は20億3千3百万円となり前連結会計年度末と比較して1億1千5百万円の減少

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少等が仕掛品、現金及び預金の増加等を上回った

ことによるものです。 

 固定資産は、19億1千3百万円となり前連結会計年度末と比較して5千9百万円の増加となりました。こ

れは主に、有形固定資産の増加等によるものです。 

 負債の部では、流動負債は21億7百万円となり前連結会計年度末と比較して2億2千3百万円の減少とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等によるものです。 

 固定負債は、8億5百万円となり前連結会計年度末と比較して2億7千万円の増加となりました。これは

主に、長期借入金の増加によるものです。 

 純資産の部では、純資産合計は10億3千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億2百万円の減

少となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末の28.4％から26.2％となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、2千2百万円(前年同四半

期は1億1千3百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額3億5千2百万円等がたな卸資

産の増加額1億3千8百万円及び税金等調整前四半期純損失8千9百万円等を上回ったことによるもので

す。 

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、1億3千1百万円(前年同四

半期は5千8百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億2千6百万円及

び定期預金の預入による支出9千2百万円等が、定期預金の払戻による収入8千5百万円等を上回ったこと

によるものです。 

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、2億1千9百万円(前年同期

比1億6千7百万円増)となりました。これは、長期借入れによる収入3億5千万円が短期借入金の純減少額

7千万円及び長期借入金の返済による支出6千1百万円を上回ったことによるものです。 

以上の結果、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、2億4千2百万円となりま

した。 

  

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年5月13日に公表いたしました数値から変更はありま

せん。 

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

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（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。 

  

当社グループは、世界的な景気の急激な悪化により、自動二輪車等部品及び工作機械の受注が大幅に減少

し、前々連結会計年度及び前連結会計年度と2期連続して営業損失・経常損失・当期純損失・マイナスの営

業キャッシュ・フローを計上しております。さらに、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）におきましても、営業キャッシュ・フローは2千2百万円のプラスに転じたものの、営業損失

6千1百万円、経常損失8千8百万円、四半期純損失9千2百万円を計上しております。 

 これらの状況により、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在し

ております。 

 当社グループは、現在、当該状況を解消又は改善すべく、様々な施策に取り組んでおります。 

 詳細につきましては、「４．四半期連結財務諸表 （４）継続企業の前提に関する注記」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

（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

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 1,080,190 1,183,772

受取手形及び売掛金 773,319 414,918

製品 42,076 35,997

仕掛品 133,121 272,036

原材料及び貯蔵品 102,829 103,262

その他 16,806 23,062

貸倒引当金 △100 －

流動資産合計 2,148,244 2,033,050

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 469,555 528,073

有形固定資産合計 1,256,150 1,314,669

無形固定資産 17,992 16,541

投資その他の資産   

その他 618,638 621,006

貸倒引当金 △38,500 △38,437

投資その他の資産合計 580,138 582,568

固定資産合計 1,854,281 1,913,779

資産合計 4,002,525 3,946,830

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 272,950 192,321

短期借入金 1,892,069 1,816,650

未払法人税等 7,971 4,548

賞与引当金 37,667 35,694

その他 119,547 57,953

流動負債合計 2,330,207 2,107,167

固定負債   

長期借入金 171,108 465,049

退職給付引当金 290,936 282,533

その他 73,107 57,818

固定負債合計 535,151 805,400

負債合計 2,865,359 2,912,568
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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 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △458,513 △550,980

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,242,854 1,150,386

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,625 4,201

為替換算調整勘定 △114,313 △120,466

その他の包括利益累計額合計 △105,688 △116,264

新株予約権 － 139

純資産合計 1,137,165 1,034,262

負債純資産合計 4,002,525 3,946,830
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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 1,193,303 905,017

売上原価 996,076 722,238

売上総利益 197,227 182,779

販売費及び一般管理費   

役員報酬 59,710 54,917

給料及び手当 69,628 67,224

賞与引当金繰入額 9,687 10,256

退職給付費用 6,725 2,550

貸倒引当金繰入額 1,500 －

その他 115,978 109,569

販売費及び一般管理費合計 263,230 244,518

営業損失（△） △66,003 △61,739

営業外収益   

受取利息 2,216 1,419

受取配当金 1,463 759

助成金収入 9,619 9,757

生命保険配当金 － 3,667

その他 4,618 2,322

営業外収益合計 17,918 17,926

営業外費用   

支払利息 15,198 16,288

為替差損 20,707 22,881

その他 4,784 5,619

営業外費用合計 40,690 44,789

経常損失（△） △88,775 △88,602

特別利益   

固定資産売却益 988 57

特別利益合計 988 57

特別損失   

固定資産売却損 703 13

固定資産除却損 785 708

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,493 －

特別損失合計 10,981 721

税金等調整前四半期純損失（△） △98,768 △89,266

法人税、住民税及び事業税 2,569 1,898

法人税等調整額 1,351 1,302

法人税等合計 3,921 3,200

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △102,690 △92,467

四半期純損失（△） △102,690 △92,467
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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損失（△） △102,690 △92,467

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,530 △4,423

為替換算調整勘定 △6,036 △6,152

その他の包括利益合計 △15,566 △10,575

四半期包括利益 △118,256 △103,043

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,256 △103,043

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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損失（△） △98,768 △89,266

減価償却費 65,765 51,595

株式報酬費用 － 139

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,500 △163

賞与引当金の増減額（△は減少） △541 △1,797

受注損失引当金の増減額（△は減少） △15,105 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,166 △8,294

受取利息及び受取配当金 △3,680 △2,179

支払利息 15,198 16,288

為替差損益（△は益） 21,575 17,872

固定資産売却損益（△は益） △285 △43

固定資産除却損 785 708

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,493 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,925 352,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,110 △138,111

その他の資産の増減額（△は増加） △11,209 719

仕入債務の増減額（△は減少） △32,038 △77,130

未払消費税等の増減額（△は減少） 59,480 △34,810

その他の負債の増減額（△は減少） △48,466 △46,278

その他 － △403

小計 △43,167 41,622

利息及び配当金の受取額 3,742 2,061

利息の支払額 △15,307 △17,061

特別退職金の支払額 △79,417 －

法人税等の支払額 △2,812 △4,590

法人税等の還付額 23,265 372

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,696 22,404

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △72,600 △92,600

定期預金の払戻による収入 158,000 85,335

有形固定資産の取得による支出 △26,751 △126,705

有形固定資産の売却による収入 2,785 165

有形固定資産の除却による支出 △3,254 －

投資有価証券の取得による支出 △299 △4,357

貸付金の回収による収入 900 1,142

保険積立金の積立による支出 － △6,042

保険積立金の解約による収入 － 11,466

その他 － △122

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,780 △131,718
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（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) 

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） 28,360 △70,000

長期借入れによる収入 100,000 350,664

長期借入金の返済による支出 △76,749 △61,484

財務活動によるキャッシュ・フロー 51,610 219,179

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,447 △1,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,753 108,317

現金及び現金同等物の期首残高 129,479 134,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 123,725 242,672
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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) 

 当社グループは、世界的な景気の急激な悪化により、自動二輪車等部品及び工作機械の受注が大幅に

減少し、前々連結会計年度及び前連結会計年度と2期連続して営業損失・経常損失・当期純損失・マイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上しております。さらに、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）におきましても、営業キャッシュ・フローは22,404千円のプラスに転じた

ものの、営業損失61,739千円、経常損失88,602千円、四半期純損失92,467千円を計上しております。 

 これらの状況により、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存

在しております。 

 当社は、現在、当該状況を解消又は改善すべく、様々な施策に取り組んでおります。 

  

①役員報酬及び管理職給与の減額 

 当第２四半期連結累計期間に引き続き月額報酬の15％～30％の減額を実施してまいります。 

②人員削減等の合理化 

(a) 前連結会計年度までに希望退職者を募集し、26名の人員削減を実施しております。また、定年及

び中途退職者等22名の退職者の補充を止め、人員削減を実施いたしました。 

(b) 15名程度の従業員の出向を実施しております。 

(c) 各部署の業務状況に基づき、一時帰休を行っております。 

③収益構造の改善 

(a) 営業体制及び営業活動の強化を図り、受注増を目指してまいります。 

(b) 業務の効率化を図り、工場の集約化を進めており、上西工場を本社へ統合し、工場跡地と不要設

備の売却及び廃棄を前連結会計年度までに実施いたしました。今後につきましても、設備の集約化

等を実施してまいります。 

(c) 経営の効率化を図り、組織体制及び人員配置の大幅な見直しを実施してまいります。 

(d) 不採算製品の廃止等による在庫管理コストの削減を実施してまいります。 

(e) 材料費、加工費、生産工程等の見直しを図り、製造原価の削減を実施してまいります。 

  

 以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策については、積極的に実施し

てまいります。また、今後必要となる運転資金については、主力金融機関に対して、協力・支援要請を

行い、ご検討を進めていただいております。 

 しかし、これらの対応策を実施してもなお、今後の売上高の回復は確実視できるものではなく、売上

高の回復如何が資金計画に重要な影響を与えることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

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) 

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）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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