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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 10,403 △2.7 37 △73.8 △49 ― △72 ―

23年3月期第3四半期 10,696 △6.7 144 ― 26 ― △17 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △95百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △82百万円 （―％）

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 △7.16 ―

23年3月期第3四半期 △1.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 5,919 1,369 23.1 136.21
23年3月期 6,053 1,464 24.2 145.71

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,369百万円 23年3月期  1,464百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  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 14,000 △0.3 120 △24.1 20 △1.5 10 ― 0.99



(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）  ：  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」をご覧ください。 

(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）２ページ「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 1社 （社名） 大和高精密工業(深セン)有限公司 、 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 10,171,797 株 23年3月期 10,171,797 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 120,067 株 23年3月期 120,067 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 10,051,730 株 23年3月期3Q 10,053,269 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の落ち込みか

ら一部回復の兆しはみられたものの、原発事故の影響に加え欧州諸国の財政問題や歴史的な円高の長期

化、またタイの洪水による国内メーカーへの不安材料などにより、依然として景気は先行き不透明な状

況で推移しました。 

 このような経済環境のもと、当グループにおきましては、営業面の強化や経費削減に取り組み、業績

の向上に努めてまいりました。この結果国内では、売上面で前年同四半期を下回ったものの収益面では

前年同四半期を上回ることが出来ました。しかし、海外において、人件費等の原価低減の改善が進まず

損失を計上することとなりました。 

 その結果、売上高は104億３百万円（前年同四半期106億96百万円）、営業利益は37百万円（前年同四

半期１億44百万円）、経常損失は49百万円（前年同四半期26百万円の利益）、四半期純損失は72百万円

（前年同四半期17百万円の損失）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。 

 国内におきましては、当社の主力であるＯＡ機器部品、住設機器の売上は、伸び悩んだものの利益

は堅調に推移しました。 

 海外におきましては、売上は好調に伸び増収となりましたが、製造コストの増加により損失とな

り、この結果売上高は86億81百万円（前年同四半期87億42百万円）、営業利益は37百万円（前年同四

半期１億69百万円）となりました。 

 大口案件の受注、既存製品の見直しを行い収益の確保に注力してまいりました。この結果売上高は

17億21百万円（前年同四半期19億53百万円）、営業利益は0.2百万円（前年同四半期25百万円の損失）

となりました。 

  

 資産合計は59億19百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億34百万円減少しました。これは主

に、現金及び預金が３億94百万円減少、受取手形及び売掛金が94百万円増加、商品及び製品、仕掛品

等のたな卸資産が２億23百万円増加、有形固定資産が１億42百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は45億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ39百万円減少しました。これは主に、支

払手形及び買掛金が54百万円減少し、短期借入金が68百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は、13億69百万円となり、前連結会計年度末と比べ95百万円減少しました。これは主

に、利益剰余金の減少72百万円によるものです。 

  

 平成23年11月11日に公表しました連結予想から修正は行っておりません。 

  

第３四半期連結会計期間より重要性が増したため、大和高精密工業（深圳）有限公司を連結の範囲に

含めております。 

 この結果、平成23年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社４社により構成されることに

なりました。 

 該当事項はありません。 

 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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

(合成樹脂成形関連事業)

(物流機器関連事業)

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

(負債)

(純資産)

（３）連結業績予想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

（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 874,945 480,205

受取手形及び売掛金 2,212,309 2,306,413

商品及び製品 382,734 473,239

仕掛品 164,691 237,227

原材料及び貯蔵品 268,969 329,778

その他 116,961 204,035

貸倒引当金 △6,432 △34

流動資産合計 4,014,179 4,030,865

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 360,290 341,317

機械装置及び運搬具（純額） 403,707 318,475

土地 894,119 894,119

リース資産（純額） 43,085 21,551

建設仮勘定 21,394 2,860

その他（純額） 32,298 34,414

有形固定資産合計 1,754,896 1,612,739

無形固定資産

その他 27,070 19,659

無形固定資産合計 27,070 19,659

投資その他の資産

投資有価証券 117,289 116,145

その他 151,305 146,647

貸倒引当金 △11,027 △6,899

投資その他の資産合計 257,567 255,893

固定資産合計 2,039,535 1,888,291

資産合計 6,053,714 5,919,157

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,410,547 2,355,811

短期借入金 1,284,908 1,216,706

未払法人税等 13,219 10,993

その他 391,035 491,611

流動負債合計 4,099,710 4,075,121

固定負債

長期借入金 218,301 197,592

退職給付引当金 131,691 142,929

役員退職慰労引当金 66,360 69,840
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

その他 72,941 64,502

固定負債合計 489,294 474,865

負債合計 4,589,004 4,549,987

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 △126,696 △198,731

自己株式 △22,562 △22,562

株主資本合計 1,563,537 1,491,502

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,579 △4,922

繰延ヘッジ損益 183 －

為替換算調整勘定 △95,431 △117,410

その他の包括利益累計額合計 △98,827 △122,332

純資産合計 1,464,709 1,369,170

負債純資産合計 6,053,714 5,919,157
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

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 10,696,183 10,403,000

売上原価 9,395,354 9,265,382

売上総利益 1,300,829 1,137,618

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 302,729 325,621

給料及び賞与 382,025 349,407

退職給付費用 39,760 33,254

貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） 1,005 △6,398

その他 431,160 397,998

販売費及び一般管理費合計 1,156,681 1,099,883

営業利益 144,147 37,734

営業外収益

受取利息 233 214

受取配当金 845 200

受取賃貸料 4,937 2,809

その他 12,987 10,753

営業外収益合計 19,003 13,977

営業外費用

支払利息 52,732 46,150

為替差損 68,121 39,333

その他 16,097 15,966

営業外費用合計 136,951 101,450

経常利益又は経常損失（△） 26,200 △49,738

特別利益

固定資産売却益 4,504 24

関係会社清算益 49,830 －

投資有価証券受贈益 10,721 －

その他 161 －

特別利益合計 65,218 24

特別損失

減損損失 80,263 4,209

固定資産処分損 155 －

投資有価証券売却損 8,213 －

事業構造改善費用 2,104 17,965

その他 － 780

特別損失合計 90,736 22,956

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（△）

681 △72,670

法人税等 17,947 △636

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,265 △72,034

四半期純損失（△） △17,265 △72,034
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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：千円)

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損失（△） △17,265 △72,034

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,152 △1,342

繰延ヘッジ損益 △1,249 △183

為替換算調整勘定 △65,651 △21,979

その他の包括利益合計 △64,748 △23,505

四半期包括利益 △82,014 △95,539

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,014 △95,539
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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) 

 該当事項はありません。 

  

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)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形  

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,742,932 1,953,250 10,696,183 ― 10,696,183

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

29,987 278 30,265 △ 30,265 ―

計 8,772,919 1,953,528 10,726,448 △ 30,265 10,696,183

セグメント利益又は     
セグメント損失(△)

169,705 △ 25,557 144,147 ― 144,147

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形  

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,681,088 1,721,911 10,403,000 ─ 10,403,000

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

61,232 10 61,242 △ 61,242 ─

計 8,742,320 1,721,921 10,464,243 △ 61,242 10,403,000

セグメント利益 37,441 293 37,734 ― 37,734

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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