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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 9,698 △6.5 201 △56.4 144 △62.2 △188 ―
23年3月期第2四半期 10,372 △6.0 460 △50.9 382 △60.3 338 △49.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △648百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △320百万円 （―％）

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 △25.66 ―
23年3月期第2四半期 45.84 ―

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 18,146 10,413 54.4
23年3月期 18,872 11,108 55.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,863百万円 23年3月期  10,553百万円

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  ：  有  
 

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 ― 10.00 ― 6.00 16.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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  
 連結業績予想の修正については、本日平成23年11月11日公表の「平成24年３月期 連結業績予想(通期)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」を参照
してください。 

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 19,100 △4.9 440 △31.7 480 △19.2 70 △85.4 9.53



(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４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」をご覧ください。 

(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、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 7,739,548 株 23年3月期 7,739,548 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 394,144 株 23年3月期 394,095 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,345,437 株 23年3月期2Q 7,387,033 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、本年３月に発生した東日本大震災の影響により停滞

していた生産活動がサプライチェーンの復旧により徐々に持ち直しの動きが見られるようになってきまし

たが、一方で、中国、インドなどの新興国における経済成長が鈍化し、欧州に端を発する世界的な金融市

場の混乱や円高の長期化などにより依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く業界では、震災による顧客の生産調整、サプライチェーンの回復の遅れ等の影

響により、大幅な減産となりました。 

 このような状況のなか、当社グループは、前連結会計年度に引き続き、海外生産の強化、内製化をはじ

めとするいっそうの生産効率の向上、原価低減活動を積極的に進めてまいりました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は９６億９千８百万円(前年同四半

期比６．５％減)、営業利益は２億１百万円(前年同四半期比５６．４％減)、経常利益は１億４千４百万

円(前年同四半期比６２．２％減)となり、また、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結

果、第１四半期連結会計期間末残高の繰延税金資産の一部２億８千５百万円を取崩し、四半期純損失は１

億８千８百万円(前年同四半期は３億３千８百万円の純利益)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。 

①プラスチック成形事業 

当セグメントにおきましては、主力製品でありますデジタルカメラ及びビデオカメラ等のＡＶ関連部品

につきまして、新機種製品の受注が減少した結果、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて８０億８

千３百万円と前年同四半期と比べ７億４千７百万円(８．５％)の減収となり、セグメント利益(営業利益)

は、１億３千６百万円と前年同四半期と比べ２億４千６百万円(６４．３％)の減益となりました。 

②精密プレス部品事業 

当セグメントにおきましては、カメラ関係部品の受注が順調に推移した結果、売上高はセグメント間の

内部売上高を含めて１７億８千８百万円と前年同四半期と比べ２億３千９百万円(１５．５％)の増収とな

りましたが、セグメント利益(営業利益)は、６千２百万円と前年同四半期と比べ２千７百万円(３０．

４％)の減益となりました。 

③プリント基板事業 

当セグメントにおきましては、前年並みに推移し、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて１億２

千３百万円と前年同四半期と比べ６百万円(５．７％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は、１百

万円(前年同四半期は１千２百万円の営業損失)となりました。 
  

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億８千

２百万円減少し、１０５億７千６百万円となりました。現金及び預金が３億８千７百万円、仕掛品が９千

１百万円、繰延税金資産が６千７百万円それぞれ減少し、受取手形及び売掛金が２億３千７百万円増加し

たことなどによります。 

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億４千３百万円減少し、７５億７千万円となりま

した。有形固定資産が１億３千８百万円、投資有価証券が６千９百万円、繰延税金資産が１億１千５百万

円それぞれ減少したことなどによります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ７億２千６百万

円減少し、１８１億４千６百万円となりました。 

また、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億８千６百万円増加し、６３億２千８百万

円となりました。短期借入金が２億９千８百万円増加したことなどによります。 

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億１千８百万円減少し、１４億４百万円となりま

した。長期借入金が１億８千万円減少したことなどによります。この結果、負債の部は、前連結会計年度

末に比べ３千１百万円減少し、７７億３千２百万円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億９千４百万円減少し、１０４億１千３百万円とな

りました。利益剰余金が２億３千２百万円、為替換算調整勘定が４億４千１百万円それぞれ減少したこと

などによります。 

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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(キャッシュフローの状況の分析) 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、２０億６千万円となり、前年同四半期と

比べ５億５千４百万円(２１．２％)減少いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前

四半期純利益１億４千万円、非資金費用である減価償却費６億２千８百万円、法人税等の還付額９千４百

万円及び売上債権の増加４億４千６百万円、たな卸資産の増加１千５百万円、仕入債務の減少１億２千８

百万円、法人税等の支払額９千７百万円などにより、営業活動全体として２億７千１百万円の収入とな

り、前年同四半期と比べ６億３千４百万円(７０．０％)の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産

の取得による支出４億６千５百万円等により、投資活動全体として４億６千万円の支出となり、前年同四

半期と比べ支出が３億１千６百万円(４０．７％)の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の

純収入額３億円、長期借入金による収入２億円及び長期借入金の返済による支出４億９千３百万円などに

より、財務活動全体として５千７百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が４億８千１百万円(８

９．４％)の減少となりました。 
  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、タイ国の洪水による当社グループ海外子会社への直接

の被害はございません。しかしながら、当社の取引先等がタイ国内拠点の被災、タイ製部品のサプライチ

ェーンの途絶により生産停止等の被害を受けており、この影響で当社も相当の減産調整の必要があるもの

と思われましたので、通期の連結業績予想を修正いたしました。 

 この状況のもと、通期の連結売上高は１９１億円、営業利益は４億４千万円、経常利益は４億８千万

円、当期純利益は７千万円を見込んでおります。 

 また、当社グループに対する影響については、現時点におきましても情報収集中であり、通期の業績予

想につきまして、変更が生じた場合は速やかに開示いたします。 

なお、期末の配当予想については、安定配当分として、現在８円を予定しております。 

詳細につきましては、本日(平成23年11月11日)公表いたしました「平成24年３月期 連結業績予想(通

期)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（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。 
  

 海外連結子会社についての税金費用の計算については、当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

計算する方法を採用しております。 
  

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

（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
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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 2,792,214 2,404,820

受取手形及び売掛金 4,747,392 4,984,649

商品及び製品 587,084 614,892

仕掛品 918,976 827,220

原材料及び貯蔵品 1,237,431 1,223,880

未収入金 253,757 268,371

繰延税金資産 132,012 64,148

その他 290,641 189,215

貸倒引当金 △539 △494

流動資産合計 10,958,971 10,576,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,436,247 2,274,258

機械装置及び運搬具（純額） 2,822,119 2,792,448

土地 1,298,379 1,298,379

建設仮勘定 53,192 170,173

その他（純額） 573,439 509,569

有形固定資産合計 7,183,378 7,044,829

無形固定資産 223,782 207,668

投資その他の資産

投資有価証券 331,083 261,196

繰延税金資産 118,198 2,231

その他 76,997 73,714

貸倒引当金 △19,460 △19,460

投資その他の資産合計 506,819 317,683

固定資産合計 7,913,981 7,570,181

資産合計 18,872,952 18,146,887
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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

支払手形及び買掛金 3,438,704 3,172,884

短期借入金 951,665 1,250,000

1年内返済予定の長期借入金 923,426 810,581

未払法人税等 75,778 100,401

賞与引当金 122,893 116,325

その他 629,452 878,419

流動負債合計 6,141,921 6,328,612

固定負債

長期借入金 1,139,006 958,735

繰延税金負債 3,217 179

退職給付引当金 238,959 237,344

役員退職慰労引当金 172,212 167,023

負ののれん 52,616 28,182

その他 16,707 12,810

固定負債合計 1,622,719 1,404,275

負債合計 7,764,640 7,732,887

純資産の部

株主資本

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,235,713 2,235,713

利益剰余金 8,907,152 8,674,578

自己株式 △297,399 △297,422

株主資本合計 13,034,425 12,801,829

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,163 △22,652

為替換算調整勘定 △2,473,928 △2,915,241

その他の包括利益累計額合計 △2,481,091 △2,937,893

少数株主持分 554,977 550,064

純資産合計 11,108,311 10,413,999

負債純資産合計 18,872,952 18,146,887
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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 10,372,762 9,698,197

売上原価 8,485,591 8,148,408

売上総利益 1,887,171 1,549,789

販売費及び一般管理費 1,426,246 1,348,667

営業利益 460,924 201,121

営業外収益

受取利息 6,747 12,160

受取配当金 2,579 2,751

負ののれん償却額 28,182 28,182

その他 40,782 36,456

営業外収益合計 78,292 79,551

営業外費用

支払利息 16,530 13,935

為替差損 139,681 121,907

その他 184 －

営業外費用合計 156,397 135,842

経常利益 382,819 144,829

特別利益

固定資産売却益 267 204

貸倒引当金戻入額 109 －

退職給付制度改定益 169,480 －

特別利益合計 169,858 204

特別損失

固定資産売却損 － 3,127

固定資産除却損 3,649 85

投資有価証券評価損 19,531 373

ゴルフ会員権評価損 2,000 1,062

特別損失合計 25,180 4,648

税金等調整前四半期純利益 527,496 140,385

法人税等 150,437 302,340

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（△）

377,058 △161,954

少数株主利益 38,458 26,546

四半期純利益又は四半期純損失（△） 338,600 △188,501
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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（△）

377,058 △161,954

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,807 △15,491

為替換算調整勘定 △665,654 △471,351

その他の包括利益合計 △697,461 △486,843

四半期包括利益 △320,402 △648,797

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △310,318 △645,303

少数株主に係る四半期包括利益 △10,084 △3,494
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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 527,496 140,385

減価償却費 726,445 628,166

のれん償却額 7,540 3,760

負ののれん償却額 △28,182 △28,182

有形固定資産除却損 3,649 85

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109 △44

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,967 △4,930

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149,801 2,530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,053 △5,189

受取利息及び受取配当金 △9,327 △14,912

支払利息 16,530 13,935

投資有価証券評価損益（△は益） 19,531 373

ゴルフ会員権評価損 2,000 1,062

有形固定資産売却損益（△は益） △267 2,922

売上債権の増減額（△は増加） 514,438 △446,478

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,579 △15,970

仕入債務の増減額（△は減少） △266,161 △128,815

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,985 10,536

その他 105,274 113,304

小計 1,171,578 272,540

利息及び配当金の受取額 9,437 15,297

利息の支払額 △13,981 △13,480

法人税等の支払額 △261,713 △97,613

法人税等の還付額 － 94,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 905,319 271,252

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 △354,268 △289,414

定期預金の払戻による収入 423,766 251,701

有形固定資産の取得による支出 △839,024 △465,883

有形固定資産の売却による収入 267 3,332

無形固定資産の取得による支出 △4,888 △8,312

投資有価証券の取得による支出 △646 △721

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

その他 △1,727 △1,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △776,522 △460,377
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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） △320,787 300,282

長期借入れによる収入 201,750 200,000

長期借入金の返済による支出 △273,612 △493,746

自己株式の取得による支出 △28,541 △23

配当金の支払額 △114,632 △43,802

少数株主への配当金の支払額 － △14,479

その他 △3,026 △5,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △538,849 △57,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 △187,070 △178,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △597,122 △425,106

現金及び現金同等物の期首残高 3,211,515 2,485,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,614,392 2,060,118
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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） 

該当事項はありません。 

  

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報
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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 

（単位：千円） 

 
(注）セグメント利益又は損失(△)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。 

  

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 

(単位：千円) 

 
(注）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。 

  

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。 

  

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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。 

（６）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック 
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,775,583 1,483,397 113,781 10,372,762 ― 10,372,762

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

54,936 65,615 3,180 123,731 △123,731 ―

計 8,830,519 1,549,013 116,961 10,496,494 △123,731 10,372,762

セグメント利益又は損失(△) 382,948 90,416 △12,440 460,924 ― 460,924

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック 
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,845,759 1,734,323 118,113 9,698,197 ― 9,698,197

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

237,756 54,323 5,557 297,636 △297,636 ―

計 8,083,516 1,788,646 123,670 9,995,833 △297,636 9,698,197

セグメント利益 136,593 62,947 1,580 201,121 ― 201,121
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