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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 29,243 △29.6 △318 ― △664 ― △1,085 ―

23年3月期第3四半期 41,518 52.9 2,180 ― 1,621 ― 895 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,712百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 533百万円 （―％）

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3四半期 △12.24 ―

23年3月期第3四半期 10.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 35,101 11,066 27.3
23年3月期 39,426 13,081 28.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,584百万円 23年3月期  11,298百万円

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  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月８日）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。 

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 40,000 △24.1 △500 ― △900 ― △1,400 ― △15.78



(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２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」をご覧下さい。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「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3Q 92,500,996 株 23年3月期 92,500,996 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,794,961 株 23年3月期 3,774,423 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 88,714,925 株 23年3月期3Q 85,528,904 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の世界経済は、先進国の景気低迷に加え、これまで堅調な成長を維持してきた中国に

おいても減速が見られました。 

 わが国におきましては、東日本大震災の影響による急激な悪化から持ち直しの傾向となったものの、円高進行や

海外景気の悪化などから、先行き不透明感が高まってきました。 

 そのような環境下、エレクトロニクス市場におきましては、自動車関連需要が震災の落ち込みから回復に向か

い、スマートフォンやタブレットＰＣなど携帯情報端末の需要が増加したものの、液晶テレビやパソコンなどデジ

タル家電需要が減速したことから、電子部品需要は総じて減少となりました。 

 こうした状況のなかで、当社グループは、全般的なコストの削減に努めましたが、受注減による影響を主因に、

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高29,243百万円（前年同期比△29.6％）、営業損失318百万円（前

年同期は営業利益2,180百万円）、経常損失664百万円（前年同期は経常利益1,621百万円）となりました。 

 また、税制改正に伴う繰延税金資産の取崩しが375百万円発生したことなどから、四半期純損失は1,085百万円

（前年同期は四半期純利益895百万円）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①電子部品 

 電子部品は、液晶ＴＶなど家電向けに、各品種とも受注が総じて減少し、売上高25,553百万円（前年同期比

△31.5％）、営業利益389百万円（同△86.4％）となりました。 

②金型・機械設備 

 金型・機械設備は、新規モデル向けの金型需要が停滞したことを主因に、売上高992百万円（前年同期比

△6.7％）、営業損失5百万円（前年同期は営業損失101百万円）となりました。 

③その他 

 その他は、商品仕入及び不動産業等にかかる事業であり、売上高3,030百万円（前年同期比△10.4％）、営業利

益28百万円（前年同期比△73.3％）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、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が2,209百万円減少

し、売上高の減少に伴い、受取手形及び売掛金が1,027百万円減少したことなどから、4,325百万円減少しました。

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金と未払金の減

少などから、2,310百万円減少しました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、四半期純損失1,085百万円、配

当金支払い266百万円、円高に伴う為替換算調整勘定の減少336百万円、少数株主持分の減少301百万円などから、

2,014百万円減少しました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月９日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成24年２月８日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

（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 

 税金費用については、第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損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、税引前四半期純損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。また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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。 

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



３．四半期連結財務諸表 
（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 7,344 5,134

受取手形及び売掛金 8,434 7,406

商品及び製品 1,103 1,368

仕掛品 3,610 3,222

原材料及び貯蔵品 1,107 700

繰延税金資産 709 549

損害保険未決算 － 846

その他 832 941

貸倒引当金 △30 △25

流動資産合計 23,111 20,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,430 3,056

機械装置及び運搬具（純額） 4,622 3,355

土地 3,188 3,157

その他（純額） 483 430

有形固定資産合計 11,724 9,999

無形固定資産 213 237

投資その他の資産   

投資有価証券 1,772 2,418

繰延税金資産 1,923 1,623

その他 1,209 1,123

貸倒引当金 △527 △447

投資その他の資産合計 4,377 4,718

固定資産合計 16,315 14,956

資産合計 39,426 35,101



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,227 7,947

短期借入金 3,954 4,468

1年内償還予定の社債 50 －

未払法人税等 179 158

賞与引当金 358 152

その他 1,813 1,319

流動負債合計 15,583 14,045

固定負債   

長期借入金 6,320 5,583

繰延税金負債 455 390

退職給付引当金 3,358 3,503

その他 626 512

固定負債合計 10,761 9,988

負債合計 26,345 24,034

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,200 5,200

資本剰余金 5,626 5,626

利益剰余金 1,775 437

自己株式 △684 △687

株主資本合計 11,917 10,575

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △162 △249

繰延ヘッジ損益 △26 △16

土地再評価差額金 607 650

為替換算調整勘定 △1,038 △1,375

その他の包括利益累計額合計 △619 △991

少数株主持分 1,783 1,482

純資産合計 13,081 11,066

負債純資産合計 39,426 35,101



（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 41,518 29,243

売上原価 35,790 26,194

売上総利益 5,727 3,049

販売費及び一般管理費 3,547 3,367

営業利益又は営業損失（△） 2,180 △318

営業外収益   

受取利息 35 44

受取配当金 21 22

雇用調整助成金 12 54

その他 62 74

営業外収益合計 131 195

営業外費用   

支払利息 162 152

為替差損 328 103

出向者経費 107 119

その他 91 166

営業外費用合計 690 541

経常利益又は経常損失（△） 1,621 △664

特別利益   

前期損益修正益 72 －

固定資産売却益 1 33

負ののれん発生益 29 2

その他 41 8

特別利益合計 144 44

特別損失   

固定資産売却損 0 5

減損損失 － 15

固定資産除却損 29 24

投資有価証券評価損 233 8

関係会社事業損失 228 －

割増退職金 3 22

その他 64 3

特別損失合計 560 79

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,206 △700

法人税等 304 526

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（△）

902 △1,226

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △141

四半期純利益又は四半期純損失（△） 895 △1,085



（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

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（△）

902 △1,226

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 △88

繰延ヘッジ損益 9 9

土地再評価差額金 － 55

為替換算調整勘定 △373 △462

その他の包括利益合計 △368 △485

四半期包括利益 533 △1,712

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 611 △1,444

少数株主に係る四半期包括利益 △78 △268



 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。 

   ２．セグメント利益の調整額△687百万円には、セグメント間取引消去122百万円、のれんの償却費△5

百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△805百万円が含まれております。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 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） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。 

   ２．セグメント利益の調整額△730百万円には、セグメント間取引消去67百万円、のれんの償却費△8百

万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△789百万円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 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：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注３） 
電子部品 

金型・ 

機械設備 
計 

売上高    

外部顧客への売上高  37,318  937  38,256  3,261  41,518  ―  41,518

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  125  125  118  243  △243  ―

計  37,318  1,063  38,381  3,380  41,761  △243  41,518

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,862  △101  2,760  108  2,868  △687  2,180

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注３） 
電子部品 

金型・ 

機械設備 
計 

売上高    

外部顧客への売上高  25,553  779  26,332  2,910  29,243  ―  29,243

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  212  212  119  332  △332  ―

計  25,553  992  26,545  3,030  29,575  △332  29,243

セグメント利益又は損失

（△） 
 389  △5  383  28  412  △730  △318

（５）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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