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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） 

(注）前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第2四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 4,849 ― △149 ― △124 ― △191 ―
23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △322百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―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 △20.06 ―
23年3月期第2四半期 ― ―

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 15,159 11,449 75.5
23年3月期 16,012 11,819 73.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,449百万円 23年3月期  11,819百万円

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  
（注）平成24年3月期の期末配当金につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

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  
(注）詳細は、添付資料Ｐ.2「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」をご覧下さい。 
(注)前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

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 9,500 9.0 △50 ― 10 ― △60 ― △6.30



(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
四半期連結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）Ｐ.2「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 10,066,872 株 23年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 535,677 株 23年3月期 535,607 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,531,245 株 23年3月期2Q 9,532,361 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経済は、東日本大震災の影響により落ち込んだ生産活動がサプライチ

ェーンの復旧や復興需要により緩やかながら持ち直しの動きが見られました。しかしながら、欧州における財政問

題や米国の景気低迷など、これらを背景とした急激な円高の進行により、景気の先行きは依然不透明な状況が続い

ております。 

 このような状況下、当社グループは引き続きコスト構造の見直しと採算管理の徹底など「事業構造改革」に取り

組み、固定費の削減等を着実に実行し、成果を上げてきております。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は48億４千９百万円、営業損失１億４千９百万円、経常損失

１億２千４百万円、四半期純損失１億９千１百万円となりました。 

 なお、前年度の第２四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較は記載しており

ません。 

 セグメントの業績は、次の通りであります。 

① 精密部品製造及びユニット加工事業 

 精密部品製造及びユニット加工事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は48億４千２百万円となりました。 

 製品別売上の内訳は、ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品23億５千４百万円、デジタルカメラ・

ビデオカメラ等のデジタル家電関連製品９億２千万円、複写機・プリンター等の事務機関連製品８億８千５百万

円、その他６億８千１百万円となりました。 

② その他の事業 

 その他の事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は７百万円となりました。 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は151億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億５千３

百万円減少しました。このうち流動資産は98億５千３百万円となり11億８千４百万円減少しました。これは主に、

現金及び預金15億３千６百万円の減少と受取手形及び売掛金６億４千５百万円の増加によるものであります。固定

資産は53億６百万円となり３億３千１百万円増加しました。これは主に、連結子会社であるTHAI SANKO CO.,LTD.

完成による増加であります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は37億１千万円となり、前連結会計年度末と比べ４億８千２百万円減

少しました。このうち流動負債は30億２千７百万円となり１億８千万円減少しました。これは主に、支払手形及び

買掛金が減少したことによるものであります。固定負債は６億８千３百万円となり３億１百万円減少しました。こ

れは主に、退職給付債務の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は114億４千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億７千万

円減少しました。これは主に、配当金支払４千７百万円と四半期純損失１億９千１百万円の計上による利益剰余金

の減少などによるものであります。 

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の動向及び下期の業績見

通しを踏まえ、平成23年８月８日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23

年11月９日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成23年10月にタイ王国で発生した洪水により、タイ国内の当社連結子会社が浸水被害を受けておりま

す。この浸水により、建物及び機械装置等への損害並びに復旧のための修繕工事等が発生する見込みですが、保険

による補填額を含め、現時点では実質損害額は未確定であります。工場が操業前であったことから製品売上等に関

する業績への影響は軽微であります。今後、業績に大きな影響を与えることが判明した場合は速やかにお知らせい

たします。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 (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。 

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 4,621,684 3,085,510

受取手形及び売掛金 3,279,606 3,925,068

有価証券 1,801,528 1,600,251

製品 132,809 132,253

仕掛品 546,856 536,388

原材料及び貯蔵品 349,567 301,100

その他 305,553 272,991

流動資産合計 11,037,606 9,853,562

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,674,628 1,974,906

機械装置及び運搬具（純額） 1,121,994 974,588

土地 795,807 837,363

その他（純額） 216,118 313,491

有形固定資産合計 3,808,548 4,100,349

無形固定資産 22,837 29,705

投資その他の資産   

投資有価証券 1,116,038 1,149,905

その他 30,059 27,409

貸倒引当金 △2,129 △1,000

投資その他の資産合計 1,143,967 1,176,314

固定資産合計 4,975,353 5,306,369

資産合計 16,012,959 15,159,931

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,737,123 2,600,552

賞与引当金 151,000 115,000

その他 319,862 311,734

流動負債合計 3,207,986 3,027,287

固定負債   

退職給付引当金 651,419 346,209

役員退職慰労引当金 44,030 47,080

資産除去債務 269,244 269,507

その他 20,732 20,732

固定負債合計 985,426 683,529

負債合計 4,193,412 3,710,816
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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 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,864,366 4,625,474

自己株式 △231,268 △231,281

株主資本合計 11,910,409 11,671,503

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △97,544 △144,225

為替換算調整勘定 6,682 △78,162

その他の包括利益累計額合計 △90,862 △222,388

純資産合計 11,819,546 11,449,115

負債純資産合計 16,012,959 15,159,931
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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）

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 4,849,553

売上原価 4,392,230

売上総利益 457,323

販売費及び一般管理費 606,958

営業損失（△） △149,634

営業外収益  

受取利息 8,379

受取配当金 7,045

助成金収入 15,239

その他 6,078

営業外収益合計 36,741

営業外費用  

その他 11,509

営業外費用合計 11,509

経常損失（△） △124,401

特別利益  

固定資産売却益 1,267

退職給付制度終了益 306,323

特別利益合計 307,590

特別損失  

固定資産売却損 3,043

固定資産除却損 16,712

減損損失 11,931

投資有価証券評価損 20,598

割増退職金等 316,008

特別損失合計 368,294

税金等調整前四半期純損失（△） △185,105

法人税、住民税及び事業税 6,130

法人税等合計 6,130

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △191,235

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △191,235
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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）

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（△） △191,235

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △46,680

為替換算調整勘定 △84,845

その他の包括利益合計 △131,525

四半期包括利益 △322,761

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △322,761

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。 

 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

（５）重要な後発事象
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