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 当第３四半期連結累計期間の世界経済は、ギリシャに端を発する欧州の財政・金融危機、米国での失

業率高止まり、中国・インドの経済成長速度の鈍化など、総じて低調のうちに推移しました。 

 日本経済は、期間の後半には、東日本大震災からの生産・消費の面での回復の兆しがみられました

が、歴史的な円高の継続、日系企業が多数拠点を構えるタイでの洪水被害と、依然厳しい状況にあり、

先行きは不透明な状況にあります。 

 このような状況のなか、当社グループ国内拠点におきましては、太陽光発電関連部品を中心とした住

建・住設関連事業の売上が増加したものの、情報通信関連事業において携帯電話用部品の調達が海外へ

シフトしたことによる売上の減少、自動車・輸送機関連事業においても、東日本大震災やタイの洪水の

影響により売上が減少したこと等により、全体として減収減益となりました。 

 当社グループ海外拠点におきましては、北米では家電需要の減少に伴い電機・電子関連事業の売上が

減少したものの、中華圏・東南アジアでは、域内の好景気をうけ電機・電子関連事業、自動車関連事業

が好調に推移したこと等により、全体として増収増益となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は58,053百万円と前年同期比2,300百万円の減収とな

りました。利益面では、営業利益は1,070百万円と前年同期比460百万円の減益、経常利益は1,179百万

円と前年同期比448百万円の減益となりましたが、四半期純利益は固定資産売却による特別利益の発生

等により、855百万円と前年同期比７百万円の増益となりました。 

   

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比1,948百万円増の53,924百万円

となりました。これは主に、営業債権が2,667百万円増加したことによります。 

 また負債は、前連結会計年度末比1,820百万円増の20,551百万円となりました。これは主に、当座借

越により短期借入金が2,269百万円増加したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末比127百万円増の33,373百万円となりました。 

  

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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東日本大震災、タイでの洪水、欧州の金融危機等により、企業における生産活動が総じて縮小してお

ります。当社グループにおいても、一部事業領域において販売は好調であるものの、全体としては世界

的な需要減少をうけ、販売は低調に推移しております。 

こうした状況を踏まえ、前回発表の通期連結業績予想（平成23年５月12日公表）を修正いたします。

  

 

 

 
  

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、潜在的なリ

スクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性が

あります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社は、従来、有形固定資産のその他に含まれる金型については、定率法によって減価償却を行って

きましたが、当第１四半期連結会計期間より、生産高比例法に変更しております。この変更は、近年、

取引先納入部品用の金型が増加し、重要性が増していることから、金型の減価償却方法の見直しを行っ

た結果、当該金型代金相当額の取引条件（生産数量に応じて代金を回収）に対応させて減価償却を行う

ことで、従来の減価償却方法によった場合と比較して、より適正な期間損益を算定することを目的とし

て変更したものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益が182百万円それぞれ減少しております。  

  

該当事項はありません。 

（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数値（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益
１株当たり

連結当期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

83,000 2,800 2,900 1,700 88.22 

今回修正予想（Ｂ）
79,000 1,700 1,800 1,300   67.44

増 減 額（Ｂ－Ａ）
△4,000 △1,100 △1,100 △400

増 減 率（ ％ ） △4.8 △39.3 △37.9 △23.5 

（ご参考）前期連結実績

（平成23年３月期） 78,989 1,862 2,017 1,286 66.75

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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,365 2,766

受取手形及び売掛金 25,241 27,908

有価証券 28 269

商品及び製品 6,676 6,789

仕掛品 166 203

原材料及び貯蔵品 143 164

その他 1,438 1,354

貸倒引当金 △64 △58

流動資産合計 36,996 39,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,210 6,338

土地 4,394 4,345

建設仮勘定 398 51

その他（純額） 1,198 1,203

有形固定資産合計 12,202 11,938

無形固定資産 994 934

投資その他の資産   

投資有価証券 1,069 924

その他 779 784

貸倒引当金 △65 △55

投資その他の資産合計 1,783 1,653

固定資産合計 14,979 14,526

資産合計 51,976 53,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,268 11,545

短期借入金 4,098 6,368

未払法人税等 805 360

賞与引当金 548 314

その他 1,409 1,521

流動負債合計 18,130 20,110

固定負債   

長期借入金 18 4

退職給付引当金 6 28

役員退職慰労引当金 177 141

資産除去債務 174 166

その他 221 100

固定負債合計 599 441

負債合計 18,730 20,551
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 24,553 25,100

自己株式 △553 △548

株主資本合計 34,137 34,690

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 180

繰延ヘッジ損益 1 0

為替換算調整勘定 △1,688 △2,000

その他の包括利益累計額合計 △1,434 △1,819

少数株主持分 542 502

純資産合計 33,245 33,373

負債純資産合計 51,976 53,924
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(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書 
第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 60,354 58,053

売上原価 49,096 47,081

売上総利益 11,257 10,972

販売費及び一般管理費 9,726 9,902

営業利益 1,531 1,070

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 20 17

仕入割引 91 83

その他 154 152

営業外収益合計 278 264

営業外費用   

支払利息 37 30

売上割引 8 8

為替差損 53 61

その他 81 55

営業外費用合計 181 155

経常利益 1,628 1,179

特別利益   

固定資産売却益 － 172

事業譲渡益 20 －

特別利益合計 20 172

特別損失   

減損損失 30 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

特別損失合計 82 20

税金等調整前四半期純利益 1,565 1,331

法人税、住民税及び事業税 480 385

法人税等調整額 188 25

法人税等合計 668 411

少数株主損益調整前四半期純利益 896 920

少数株主利益 48 64

四半期純利益 848 855

少数株主利益 48 64

少数株主損益調整前四半期純利益 896 920

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 △71

繰延ヘッジ損益 1 △1

為替換算調整勘定 △297 △371

その他の包括利益合計 △341 △444

四半期包括利益 554 475

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 504 470

少数株主に係る四半期包括利益 50 5
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 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
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