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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） 

(注）前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第3四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 7,555 ― △72 ― △30 ― △209 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △294百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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 △22.03 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

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 15,464 11,477 74.2
23年3月期 16,012 11,819 73.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,477百万円 23年3月期  11,819百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 7.00

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  
（注）詳細は、添付資料P.2「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」をご覧下さい。 
（注）前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

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 9,500 9.0 △50 ― 10 ― △60 ― △6.30



(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きの対象外であり、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き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）P.2「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 10,066,872 株 23年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 535,677 株 23年3月期 535,607 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,531,230 株 23年3月期3Q 9,532,112 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における我が国経済は、東日本大震災の影響により落ち込んでいた生産活動が回復し

つつあるものの、欧州での金融・財政問題、急激な円高や日系企業が多く進出しているタイ王国の洪水被害により

予断を許さない状況で推移しました。 

 このような状況下、当社グループは引き続き、利益改善を目的としたコスト構造の見直しと採算管理の徹底など

「事業構造改革」に取り組み、経営全般にわたる効率化を推し進め業績向上に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は75億５千５百万円、営業損失７千２百万円、経常損失３千

万円となりました。また、投資有価証券評価損１億１千８百万円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失

２億９百万円となりました。 

 なお、前年度の第３四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較は記載しており

ません。 

 セグメントの業績は、次の通りであります。 

① 精密部品製造及びユニット加工事業 

 精密部品製造及びユニット加工事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は75億４千８百万円となりました。 

 製品別売上の内訳は、ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品38億２千７百万円、デジタルカメラ・

ビデオカメラ等のデジタル家電関連製品14億６千４百万円、複写機・プリンター等の事務機関連製品13億２千１百

万円となりました。 

② その他の事業 

 その他の事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は７百万円となりました。 

 (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154億６千４百万円となり、前連会計年度末と比べ５億４千８百

万円減少しました。このうち流動資産は102億５百万円となり８億３千１百万円減少しました。これは主に、現金

及び預金14億８千万円の減少と受取手形及び売掛金９億２千５百万円の増加によるものであります。固定資産は52

億５千８百万円となり２億８千２百万円増加しました。これは主に、連結子会社であるTHAI SANKO CO.,LTD.の設

備投資による建物及び構築物の増加によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は39億８千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億６百万円減

少しました。このうち流動負債は32億５千８百万円となり５千万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛

金１億１千２百万円の増加と賞与引当金９千万円の減少によるものであります。固定負債は７億２千８百万円とな

り２億５千７百万円減少しました。これは主に、退職給付債務の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は114億７千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億４千２

百万円減少しました。これは主に、配当金支払４千７百万円と四半期純損失２億９百万円の計上による利益剰余金

の減少など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３月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月11日公表いたしました予想から変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 (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。 

 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

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：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 4,621,684 3,141,492

受取手形及び売掛金 3,279,606 4,204,910

有価証券 1,801,528 1,500,000

製品 132,809 169,078

仕掛品 546,856 557,865

原材料及び貯蔵品 349,567 312,136

その他 305,553 320,358

流動資産合計 11,037,606 10,205,842

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,674,628 1,972,575

機械装置及び運搬具（純額） 1,121,994 989,617

土地 795,807 836,980

その他（純額） 216,118 300,289

有形固定資産合計 3,808,548 4,099,462

無形固定資産 22,837 27,715

投資その他の資産   

投資有価証券 1,116,038 1,100,514

その他 30,059 31,517

貸倒引当金 △2,129 △1,000

投資その他の資産合計 1,143,967 1,131,032

固定資産合計 4,975,353 5,258,210

資産合計 16,012,959 15,464,052

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,737,123 2,849,471

賞与引当金 151,000 61,000

その他 319,862 347,972

流動負債合計 3,207,986 3,258,443

固定負債   

退職給付引当金 651,419 349,459

役員退職慰労引当金 44,030 48,730

資産除去債務 269,244 269,572

その他 20,732 60,359

固定負債合計 985,426 728,121

負債合計 4,193,412 3,986,565
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,864,366 4,606,773

自己株式 △231,268 △231,281

株主資本合計 11,910,409 11,652,802

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △97,544 △95,665

為替換算調整勘定 6,682 △79,649

その他の包括利益累計額合計 △90,862 △175,314

純資産合計 11,819,546 11,477,487

負債純資産合計 16,012,959 15,464,052
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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）

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 7,555,745

売上原価 6,750,642

売上総利益 805,102

販売費及び一般管理費 877,217

営業損失（△） △72,114

営業外収益  

受取利息 12,375

受取配当金 12,712

助成金収入 18,515

その他 8,326

営業外収益合計 51,929

営業外費用  

為替差損 9,320

その他 1,223

営業外費用合計 10,544

経常損失（△） △30,729

特別利益  

固定資産売却益 1,267

退職給付制度終了益 306,323

特別利益合計 307,590

特別損失  

固定資産売却損 3,043

固定資産除却損 17,180

減損損失 25,378

投資有価証券評価損 118,899

割増退職金等 316,008

特別損失合計 480,511

税金等調整前四半期純損失（△） △203,649

法人税、住民税及び事業税 9,215

法人税等調整額 △2,928

法人税等合計 6,287

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △209,936

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △209,936
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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）

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（△） △209,936

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 1,879

為替換算調整勘定 △86,332

その他の包括利益合計 △84,452

四半期包括利益 △294,389

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △294,389

少数株主に係る四半期包括利益 －
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 該当事項はありません。 

 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

（５）重要な後発事象
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