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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 2,480 △22.0 105 △47.3 80 △58.7 78 △61.0
23年3月期第2四半期 3,181 △0.9 199 ― 195 ― 201 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 79百万円 （△46.9％） 23年3月期第2四半期 150百万円 （―％）

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 11.97 ―
23年3月期第2四半期 30.65 ―

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 7,336 5,257 71.7 798.31
23年3月期 7,416 5,197 70.1 789.19
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,257百万円 23年3月期  5,197百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 5,246 △9.8 202 △31.3 191 △33.0 180 △37.7 27.33



(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、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）３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

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 7,300,000 株 23年3月期 7,300,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 714,737 株 23年3月期 714,737 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,585,263 株 23年3月期2Q 6,586,381 株
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当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、東日本大震災により甚大な被害に見舞われ、停滞を

余儀なくされた生産活動は徐々に回復基調にあるものの、電力供給問題、円高・株安の進行、欧州の金

融不安がもたらす世界的な景気減速懸念などもあり、先行きは依然として不透明な状況で推移しまし

た。 

 このような経営環境のもと当社グループにおきましては、従来通り国内での生産体制の見直しおよび

海外での生産体制の強化を図り、採算性を重視した取扱商品の厳選など利益追求を徹底しましたが、東

日本大震災の影響による売上の大幅な減少から収益確保に苦慮することとなり、売上高は24億80百万円

（前年同期比22.0％減）、営業利益は１億５百万円（前年同期比47.3％減）、経常利益は80百万円（前

年同期比58.7％減）、四半期純利益は78百万円（前年同期比61.0％減）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

［自動車用品関連］ 

 自動車用品関連につきましては、東日本大震災の影響による国内自動車メーカーの大幅な減産の影響

を受け、当社のＯＥＭ純正フロアーマットの受注が減少しました。6月以降は回復基調にあったものの

前年同期を下回ることとなりました。 

この結果、売上高は13億32百万円（前年同期比34.6％減）となり、営業利益は24百万円（前年同期比

81.2％減）となりました。 

［産業資材関連］ 

 産業資材関連につきましては、東日本大震災の影響による受注減少は一部にあったものの、その影響

は総じて軽微であり、家電関連部材および鋼製家具部材の売上は堅調に推移しました。また、当事業部

門においては、引き続き経営構造改革の一環として、採算性を重視した取扱商品の厳選など利益追求を

徹底したことから、売上高は11億47百万円（前年同期比0.3％増）となり、営業利益は80百万円（前年

同期比14.1％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は次の通りとなりました。  

＜資産の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、73億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ79百万円

の減少となりました。 

（流動資産） 

流動資産では現金及び預金の増加１億47百万円、受取手形及び売掛金の減少２億25百万円、たな卸資

産の増加42百万円などが主な要因となり、44億29百万円と前連結会計年度末と比べ38百万円の減少とな

りました。 

（固定資産） 

固定資産では減価償却などによる有形固定資産の減少40百万円などが主な要因となり、29億７百万円

と前連結会計年度末と比べ40百万円の減少となりました。 

＜負債の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、20億79百万円と前連結会計年度末と比べ１億39百万円の

減少となりました。 

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
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（流動負債） 

流動負債では支払手形及び買掛金の減少11百万円、賞与引当金及びその他流動負債などの減少42百万

円により、13億73百万円と前連結会計年度末と比べ54百万円の減少となりました。 

（固定負債） 

固定負債では長期借入金の約定返済による減少87百万円などが主な要因となり、７億５百万円と前連

結会計年度末と比べ85百万円の減少となりました。 

＜純資産の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は52億57百万円と前連結会計年度末と比べ60百万円の増加

となりました。主な要因は、利益剰余金の増加59百万円であります。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物は18億１百万円と前連結会計

年度末と比べ２億15百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

前第２四半期連結累計期間と比べ税金等調整前四半期純利益が１億24百万円減少したことなどが主な

要因となり、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は２億90百万円となり前第

２四半期連結累計期間と比べ１億３百万円の収入減少となりました。 

（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19百万円などがあった一方で、投資有価証券の償還による収入81百万

円などがあったため、当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の収入は59百万円とな

り、前第２四半期連結累計期間と比べ62百万円の収入増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の約定返済による支出１億円、配当金の支払による支出19百万円により、当第２四半期連

結累計期間における財務活動による資金の支出は１億20百万円となりました。また、当第２四半期連結

累計期間においては短期借入金の返済による支出がなかったことなどから前第２四半期連結累計期間と

比べ１億62百万円の支出減少となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年８月11日に発表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

  

  

 (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。  

  

(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) 

当第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。 

  

  

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

 (4) 追加情報
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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 1,472,377 1,619,784

受取手形及び売掛金 1,957,688 1,731,821

有価証券 197,701 182,053

商品及び製品 439,234 417,102

仕掛品 76,966 91,532

原材料及び貯蔵品 232,398 282,865

その他 91,840 104,362

貸倒引当金 △95 △157

流動資産合計 4,468,112 4,429,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 959,587 926,969

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 169,801 161,569

有形固定資産合計 2,674,197 2,633,348

無形固定資産 3,375 4,777

投資その他の資産   

投資その他の資産 270,525 269,079

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 270,520 269,074

固定資産合計 2,948,093 2,907,200

資産合計 7,416,205 7,336,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 946,734 935,134

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 200,600 187,350

未払法人税等 11,215 7,768

賞与引当金 53,135 36,244

役員賞与引当金 6,000 －

その他 160,345 157,341

流動負債合計 1,428,031 1,373,839

固定負債   

長期借入金 232,190 145,140

繰延税金負債 29,599 28,088

再評価に係る繰延税金負債 373,470 373,470

退職給付引当金 96,212 96,859

役員退職慰労引当金 27,461 29,874

資産除去債務 24,727 24,943

その他 7,500 7,290

固定負債合計 791,162 705,665

負債合計 2,219,193 2,079,504
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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 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 2,782,321 2,841,395

自己株式 △197,695 △197,695

株主資本合計 5,030,079 5,089,154

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △61,516 △55,121

繰延ヘッジ損益 1,684 △2,959

土地再評価差額金 384,763 384,763

為替換算調整勘定 △157,999 △158,775

その他の包括利益累計額合計 166,932 167,906

純資産合計 5,197,012 5,257,061

負債純資産合計 7,416,205 7,336,565
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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 3,181,226 2,480,281

売上原価 2,338,358 1,780,211

売上総利益 842,868 700,069

販売費及び一般管理費 643,107 594,849

営業利益 199,761 105,220

営業外収益   

受取利息 1,325 650

受取配当金 2,666 2,340

受取賃貸料 16,462 14,860

その他 12,788 10,480

営業外収益合計 33,242 28,331

営業外費用   

支払利息 6,524 4,113

賃貸費用 13,733 13,369

為替差損 13,556 33,840

その他 3,846 1,570

営業外費用合計 37,660 52,893

経常利益 195,342 80,658

特別利益   

固定資産売却益 17,860 330

特別利益合計 17,860 330

特別損失   

固定資産売却損 － 34

固定資産除却損 473 715

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,585 －

特別損失合計 8,059 750

税金等調整前四半期純利益 205,143 80,238

法人税、住民税及び事業税 4,186 5,669

法人税等調整額 △933 △4,260

法人税等合計 3,252 1,408

少数株主損益調整前四半期純利益 201,890 78,829

少数株主利益 － －

四半期純利益 201,890 78,829
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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 201,890 78,829

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,435 6,394

繰延ヘッジ損益 2,361 △4,644

為替換算調整勘定 △21,548 △776

その他の包括利益合計 △51,621 974

四半期包括利益 150,268 79,804

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150,268 79,804

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利益 205,143 80,238

減価償却費 74,142 59,531

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 62

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,308 △16,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,162 2,412

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,195 694

受取利息及び受取配当金 △3,991 △2,991

支払利息 6,524 4,113

為替差損益（△は益） 6,395 25,505

固定資産売却損益（△は益） △17,860 △295

固定資産除却損 473 715

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,585 －

売上債権の増減額（△は増加） △79,877 224,668

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,526 △45,421

仕入債務の増減額（△は減少） 97,044 △10,043

その他の資産・負債の増減額 △34,081 △17,697

小計 399,079 298,633

利息及び配当金の受取額 5,352 5,087

利息の支払額 △6,132 △3,977

法人税等の支払額 △3,960 △9,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,339 290,416

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 △31,968 △19,306

有形固定資産の売却による収入 50,015 2,430

無形固定資産の取得による支出 △2,771 △2,200

投資有価証券の償還による収入 － 81,010

投資有価証券の取得による支出 △2,784 △2,548

子会社出資金の取得による支出 △51,768 －

貸付金の回収による収入 11,691 149

差入保証金の回収による収入 24,400 49

その他 52 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,132 59,585

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） △150,000 －

長期借入金の返済による支出 △132,408 △100,300

自己株式の取得による支出 △89 －

配当金の支払額 － △19,755

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,497 △120,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,527 △14,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,182 215,124

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,397 1,586,713

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3,773 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,671,805 1,801,838
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該当事項はありません。 

  

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) 

 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) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) 

 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) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。  

  

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) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,037,129 1,144,097 3,181,226

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 2,037,129 1,144,097 3,181,226

セグメント利益 128,771 70,990 199,761

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,332,930 1,147,351 2,480,281

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 1,332,930 1,147,351 2,480,281

セグメント利益 24,227 80,993 105,220

 (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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