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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7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6月期第2四半期 8,723 1.4 493 △24.4 454 △27.0 139 △50.7

23年6月期第2四半期 8,606 38.8 652 118.5 622 136.3 282 463.6

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 66百万円 （△80.0％） 23年6月期第2四半期 331百万円 （―％）

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6月期第2四半期 22.51 ―

23年6月期第2四半期 45.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 16,185 10,602 63.7
23年6月期 15,731 10,726 66.4

（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  10,302百万円 23年6月期  10,437百万円

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6月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00

24年6月期 ― 0.00

24年6月期（予想） ― 22.00 22.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 18,496 12.8 943 △8.6 897 △11.8 352 △17.9 56.85



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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6月期2Q 6,195,000 株 23年6月期 6,195,000 株

② 期末自己株式数 24年6月期2Q 2,123 株 23年6月期 2,123 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 6,192,877 株 23年6月期2Q 6,192,902 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、東日本大震災からの復興に向けた動きに支えられ、経済活動は

持ち直しつつあり、回復傾向となりました。しかしながら、欧州経済の減速、円高の長期化等により、依然として先

行きは不透明な状況で推移しました。  

 当社グループにおいては、カーエレクトロニクス関連が、東日本大震災からの回復需要に支えられ好調に推移しま

したが、一方で、コネクタ用部品が、スマートフォン向けの需要が停滞し、テレビ、パソコン向けなどの需要も回復

が見られず低調な推移となりました。 

 このような環境の中、当社グル－プは、電子部品事業の生産効率向上に向けた取り組みを継続するとともに、経営

の安定化、既存事業の充実、新規事業分野への進出に向けた各施策を推進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は87億２千３百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益４億９千３

百万円（前年同期比24.4％減）、経常利益４億５千４百万円（前年同期比27.0％減）、四半期純利益１億３千９百万

円（前年同期比50.7％減）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金型 

  電子機器、自動車向け金型を中心に販売してまいりましたが、価格優先の市場志向から海外での安価な金型調達が

増加しております。また、部品の海外生産増加により金型も現地調達の傾向が強くなっております。このような市場

環境の中、自動車向け金型は比較的堅調に推移しましたが、電子機器向け金型が厳しい状況で推移しました。 

 その結果、売上高は６億９千１百万円（前年同期比16.5％減）、セグメント利益は１億１千３百万円（前年同期比

34.3％増）となりました。 

②部品 

 電子機器関連は、これまで好調に推移していたスマートフォン向けコネクタ用部品が、機種切り替えの狭間となり

需要が停滞しました。また、テレビ、パソコン向けなどのコネクタ用部品も需要の回復が見られず低調な推移となり

ました。カーエレクトロニクス関連は、東日本大震災からの回復需要に支えられ好調に推移しました。 

 その結果、売上高は72億８千８百万円（前年同期比8.2％増）、セグメント利益は６億３千８百万円（前年同期比

30.2％減）となりました。 

③自動機器 

 実装機関連は、需要の端境期に入り減速傾向で推移しました。また、半導体関連装置、専用機も当社顧客の生産の

落ち込みや先行きの不透明さから設備投資が抑えられ厳しい状況で推移しました。 

 その結果、売上高は３億９千６百万円（前年同期比56.3％減）、セグメント利益は４千３百万円（前年同期比

64.8％減）となりました。 

④その他  

 医療機器組立事業では、新製品が医療現場でのニーズが高まり順調に推移し、販売数量が増加しました。 

 その結果、売上高は３億４千７百万円（前年同期比150.4％増）、セグメント利益は６千９百万円（前年同期比

162.9％増）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の総資産は、現金及び預金、有形固定資産の増加、投資有価証券の減少などにより、

前連結会計年度末に比べ４億５千４百万円増加して161億８千５百万円となりました。負債は長期借入金の増加、 

短期借入金の減少などにより、５億７千９百万円増加して55億８千３百万円となりました。また、純資産は、 

その他有価証券評価差額金の減少、利益剰余金の増加などにより１億２千４百万円減少して106億２百万円となりま

した。この結果、自己資本比率は63.7％となりました。  

  

  キャッシュ・フローの状況  

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ２億８千２百万円増加し、８億６千１百万円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

 営業活動の結果、得られた資金は８億３千万円（前年同期比274.0％増）となりました。これは主に、減価償却費

６億１千４百万円、税金等調整前四半期純利益４億５千５百万円、売上債権の増加１億９百万円、仕入債務の増加２

億６千８百万円によるものであります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



 （投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動の結果、使用した資金は８億３千２百万円（前年同期比23.0％増）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出８億３千７百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 財務活動の結果、得られた資金は２億５千９百万円（前年同期比51.1％減）となりました。これは主に、長期借入

金の増加による収入10億６百万円、短期借入金の返済による支出４億７千万円、配当金の支払いによる支出１億３千

６百万円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６月期通期の連結業績予想につきまして、平成23年８月10日に公表いたしました業績予想数値を修正して

おります。詳細につきましては、平成23年12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」のとお

りであり、以降修正は行っておりません。 

  

  

（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。 

  

  

(追加情報)  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)  

 当第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。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.43％から、平成24年７月１日に開始する連結会計年度から

平成26年７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.75％に、平成27年７月１日

に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.37％となります。この税率変更により、

繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は23,348千円減少し、その他有価証券評価差額金は

11,940千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は、税金費用（法人税等調整

額）の増加により35,289千円の減少となっております。 

  

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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 866,763 1,148,964

受取手形及び売掛金 3,864,279 3,929,587

商品及び製品 77,340 114,485

仕掛品 525,728 501,152

原材料及び貯蔵品 738,722 817,825

その他 239,063 251,218

流動資産合計 6,311,898 6,763,233

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,649,730 3,555,408

機械装置及び運搬具（純額） 2,991,943 3,282,910

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 311,133 297,510

有形固定資産合計 8,186,473 8,369,495

無形固定資産 112,050 89,241

投資その他の資産   

投資有価証券 946,959 707,849

その他 174,133 256,873

貸倒引当金 △430 △860

投資その他の資産合計 1,120,663 963,862

固定資産合計 9,419,187 9,422,599

資産合計 15,731,085 16,185,833



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 1,584,105 1,806,333

短期借入金 1,170,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 99,611 406,874

未払法人税等 297,131 209,958

賞与引当金 84,930 85,522

役員賞与引当金 38,100 31,020

その他 663,867 627,918

流動負債合計 3,937,746 3,867,627

固定負債   

長期借入金 92,514 698,705

退職給付引当金 632,876 658,424

役員退職慰労引当金 341,020 358,990

固定負債合計 1,066,410 1,716,120

負債合計 5,004,157 5,583,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,435,300 1,435,300

資本剰余金 1,439,733 1,439,733

利益剰余金 7,320,049 7,323,186

自己株式 △1,091 △1,091

株主資本合計 10,193,991 10,197,127

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 289,205 152,518

為替換算調整勘定 △45,332 △46,676

その他の包括利益累計額合計 243,873 105,842

少数株主持分 289,063 299,115

純資産合計 10,726,928 10,602,085

負債純資産合計 15,731,085 16,185,833



（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７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,606,381 8,723,362

売上原価 7,261,035 7,572,802

売上総利益 1,345,346 1,150,560

販売費及び一般管理費 692,415 656,660

営業利益 652,930 493,899

営業外収益   

受取利息 325 236

受取配当金 6,443 6,441

受取賃貸料 3,720 2,758

スクラップ売却益 1,975 2,489

その他 3,993 5,394

営業外収益合計 16,459 17,320

営業外費用   

支払利息 12,665 8,155

為替差損 34,349 48,639

その他 5 2

営業外費用合計 47,020 56,797

経常利益 622,369 454,422

特別利益   

固定資産売却益 2,370 4,202

その他 － 137

特別利益合計 2,370 4,340

特別損失   

固定資産売却損 1,858 －

固定資産除却損 992 447

投資有価証券評価損 － 1,693

会員権評価損 － 800

貸倒引当金繰入額 420 440

その他 － 0

特別損失合計 3,271 3,380

税金等調整前四半期純利益 621,468 455,382

法人税、住民税及び事業税 293,418 218,675

法人税等調整額 24,376 31,672

法人税等合計 317,794 250,347

少数株主損益調整前四半期純利益 303,673 205,035

少数株主利益 20,954 65,655

四半期純利益 282,719 139,379



（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７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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 303,673 205,035

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 45,029 △136,686

為替換算調整勘定 △17,623 △2,068

その他の包括利益合計 27,406 △138,754

四半期包括利益 331,080 66,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 316,294 1,348

少数株主に係る四半期包括利益 14,786 64,931



（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７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31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 621,468 455,382

減価償却費 616,635 614,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） 420 430

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,817 718

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,021 25,548

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,730 17,970

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,980 △7,080

受取利息及び受取配当金 △6,769 △6,678

支払利息 12,665 8,155

有形固定資産売却損益（△は益） △512 △4,202

有形固定資産除却損 992 447

会員権評価損 － 800

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,693

売上債権の増減額（△は増加） △625,720 △109,570

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,676 △101,321

仕入債務の増減額（△は減少） △67,319 268,828

その他 46,795 △39,123

小計 574,568 1,126,824

利息及び配当金の受取額 19,955 25,464

利息の支払額 △11,996 △7,723

法人税等の支払額 △363,169 △314,058

法人税等の還付額 2,674 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,031 830,506

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △653,503 △837,279

有形固定資産の売却による収入 8,674 21,018

投資有価証券の取得による支出 △11,539 △12,083

その他 △20,256 △4,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △676,626 △832,478

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） 1,020,326 △470,000

長期借入れによる収入 73,130 1,006,962

長期借入金の返済による支出 △370,586 △85,858

自己株式の取得による支出 △19 －

配当金の支払額 △135,338 △136,246

少数株主への配当金の支払額 △54,880 △54,880

その他 △451 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 532,181 259,977

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,607 24,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,194 282,148

現金及び現金同等物の期首残高 521,709 579,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 623,903 861,452



  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７月１日  至 平成22年12月31日） 

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、組立事業、賃貸事業を含んで

おります。  

２．セグメント利益の調整額は以下のとおりであります。 
（単位：千円） 

  ※ 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及び研究開発費であります。 

３．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日  至 平成23年12月31日） 

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、組立事業、賃貸事業を含んで

おります。 

   ２．セグメント利益の調整額△371,869千円には、セグメント間取引消去△7,736千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△414,899千円、棚卸資産の調整額42,930千円及びその他の影響額7,836千円が含まれ

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及び研究開発費であります。  

３．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。 

  

  

 該当事項はありません   

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）
  

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 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  827,365  6,733,425  906,646  8,467,436  138,945  8,606,381  －  8,606,381
セグメント間の内部
売上高又は振替高  107,994  －  32,685  140,679  32,399  173,078  △173,078  －

計  935,359  6,733,425  939,331  8,608,115  171,344  8,779,459  △173,078  8,606,381

セグメント利益  84,729  915,168  123,054  1,122,951  26,567  1,149,518  △496,588  652,930

  前第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去  △8,116

全社費用※  △474,299

棚卸資産の調整額  △1,839

その他  △12,334

合計  △496,588

（単位：千円）
  

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 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  691,117  7,288,262  396,027  8,375,407  347,954  8,723,362  －  8,723,362
セグメント間の内部
売上高又は振替高  234,269  △203,558  141,482  172,193  31,542  203,736  △203,736  －

計  925,387  7,084,704  537,510  8,547,601  379,497  8,927,099  △203,736  8,723,362

セグメント利益  113,765  638,907  43,259  795,932  69,835  865,768  △371,869  493,899

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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