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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 1,833 △10.4 14 △91.0 16 △89.9 △9 ―

23年3月期第2四半期 2,044 30.7 158 ― 164 618.5 74 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △69百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 40百万円 （―％）

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 △2.32 ―

23年3月期第2四半期 18.74 ―

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 6,741 5,620 83.4
23年3月期 6,754 5,750 85.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,620百万円 23年3月期  5,750百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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 4,245 7.5 265 32.5 310 35.2 175 55.5 43.76



(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。 

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 4,000,000 株 23年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 934 株 23年3月期 934 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,999,066 株 23年3月期2Q 3,999,145 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、東日本大震災の影響により大きく落ち込みましたが、サプライ

チェーンの復旧に伴い持ち直してきました。しかしながら円高の長期化や株価の低迷、雇用環境の悪化など依然とし

て、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。  

  このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,833百万円と前年同四半期に比較して211百万円

(前年同四半期比10.4%減）の減収となりました。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少によ

り1,304百万円(前年同四半期比13.0%減）、工作機械製造事業がロータリーフライス等の減少により528百万円(前年

同四半期比3.2％減）となりました。 

 利益面につきましては、自動車部品製造事業の売上減が主な要因となり、営業利益は14百万円（前年同四半期比

91.0％減）、経常利益は16百万円（前年同四半期比89.9％減）、四半期純損失は9百万円(前年同四半期は四半期純利

益74百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ12

百万円減少し、6,741百万円となりました。   

  負債につきましては、買掛金等が増加したため117百万円増加し1,120百万円となりました。  

  純資産は配当金の支払などにより5,620百万円となり、前連結会計年度末に比べ129百万円減少しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年度３月期の業績予想につきましては、平成23年８月４日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（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 1,141,124 952,145

受取手形及び売掛金 782,104 763,684

有価証券 887,000 1,100,000

製品 50,544 26,215

仕掛品 434,202 549,153

原材料 35,747 51,308

繰延税金資産 8,548 31,906

その他 7,037 7,936

貸倒引当金 △844 △924

流動資産合計 3,345,464 3,481,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 678,722 651,448

機械装置及び運搬具（純額） 922,777 901,525

土地 638,912 638,912

その他（純額） 32,262 40,955

有形固定資産合計 2,272,674 2,232,841

無形固定資産 16,589 14,916

投資その他の資産 1,119,425 1,012,156

固定資産合計 3,408,690 3,259,915

資産合計 6,754,154 6,741,340
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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   

買掛金 158,051 281,617

未払法人税等 68,095 47,841

賞与引当金 － 55,830

役員賞与引当金 6,000 2,000

その他 251,600 273,984

流動負債合計 483,747 661,274

固定負債   

退職給付引当金 291,669 279,872

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 24,313 25,203

その他 185,846 136,265

固定負債合計 520,010 459,522

負債合計 1,003,757 1,120,796

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,527,174 5,457,911

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,752,666 5,683,404

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147,322 89,199

為替換算調整勘定 △149,592 △152,059

その他の包括利益累計額合計 △2,269 △62,860

純資産合計 5,750,396 5,620,544

負債純資産合計 6,754,154 6,741,340
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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 2,044,979 1,833,186

売上原価 1,612,356 1,543,066

売上総利益 432,623 290,120

販売費及び一般管理費 274,524 275,882

営業利益 158,098 14,238

営業外収益   

受取利息 2,417 3,295

受取配当金 2,950 3,560

受取賃貸料 25,098 26,992

助成金収入 － 2,178

雑収入 2,170 1,025

営業外収益合計 32,637 37,052

営業外費用   

支払利息 1,825 341

賃貸収入原価 8,489 8,350

為替差損 15,672 25,937

営業外費用合計 25,986 34,628

経常利益 164,749 16,661

特別利益   

固定資産売却益 77 31

貸倒引当金戻入額 804 －

特別利益合計 881 31

特別損失   

固定資産売却損 － 113

固定資産廃棄損 1,864 721

環境対策費 1,232 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,357 －

特別損失合計 19,454 835

税金等調整前四半期純利益 146,177 15,858

法人税、住民税及び事業税 103,700 43,400

法人税等調整額 △32,476 △18,264

法人税等合計 71,223 25,135

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（△）

74,953 △9,276

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,953 △9,276
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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（△）

74,953 △9,276

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,786 △58,122

為替換算調整勘定 △5,386 △2,467

その他の包括利益合計 △34,172 △60,590

四半期包括利益 40,780 △69,866

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,780 △69,866
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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） 

１．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）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

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） 

１．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）セグメント利益又は損失（△）と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  1,498,779  546,199  2,044,979 ─  2,044,979

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 905  9,346  10,252  △10,252 ─ 

計  1,499,685  555,545  2,055,231  △10,252  2,044,979

セグメント利益  140,300  17,797  158,098 ─  158,098

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  1,304,289  528,897  1,833,186 ─  1,833,186

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
─  1,895  1,895  △1,895 ─

計  1,304,289  530,792  1,835,081  △1,895  1,833,186

セグメント利益又は損失

（△） 
 75,439  △61,200  14,238 ─  14,238

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

(株)桜井製作所（7255）平成24年３月期　第２四半期決算短信

-7-


	短信前.pdf
	短信後ろ.pdf

