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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 1,169 △19.1 △74 ― △77 ― △5 ―
23年12月期第1四半期 1,444 △5.9 16 △65.0 0 △98.4 △15 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 12百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △1百万円 （―％）

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12月期第1四半期 △0.44 ―
23年12月期第1四半期 △1.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 6,367 762 10.5
23年12月期 6,201 779 10.6
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  670百万円 23年12月期  654百万円

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） ― ― 0.00 0.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 2,400 △18.5 30 △72.0 10 △87.0 5 ― 0.04
通期 5,300 △6.7 110 △6.8 60 5.0 30 ― 2.52



(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ます。なお、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完了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載しております予想値は、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々 
な要因等で大きく異なる結果と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、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」をご欄ください。 

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12月期1Q 12,400,000 株 23年12月期 12,400,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 516,548 株 23年12月期 413,453 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 11,906,213 株 23年12月期1Q 12,004,216 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、足下では緩やかではありますが持ち直しを見せていますが、

東日本大震災の復興が遅れていること、欧州経済危機の影響、原油価格の高騰を背景に景気の下振れが懸念され先

行き不透明な状況で推移しております。

この様な経済情勢のもと、当社グループでは固定費の抑制、コストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一

方、新製品の開発に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は11億６千９百万円（前年同四半期比19.1%減）となりました。

地域別の内訳を示しますと、日本国内では10億６千６百万円、アジア（中国）では１億３百万円となりました。

また、営業損失は75百万円（前年同期営業利益16百万円）となりました。これは、自動車関連の受注が減少した

ことによる売上高の減少及び設備産業向けの売上高が減少したことによるものです。経常損失は77百万円（前年同

期経常利益 0百万円）となりました。

なお、連結子会社が他の連結子会社の株式を少数株主から追加取得したことにより、負ののれん発生益22百万円

を計上しております。

セグメントの業績につきましては、当社グループは電子部品の単一セグメントであるため、記載を省略していま

す。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して166百万円増加し6,367百万円

となりました。変動の主なものは、受取手形及び売掛金の155百万円の減少、機械装置及び運搬具の88百万円の増

加、建設仮勘定の150百万円の増加であります。

負債は前連結会計年度末と比較して183百万円増加し5,604百万円となりました。変動の主なものは、長期借入金

の186百万円の増加であります。

純資産は前連結会計年度末と比較して17百万円減少し、763百万円となりました。変動の主なものは少数株主持

分の減少33百万円であります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当社グループの業績予想につきましては、主力である自動車関係のハイブリッドＩＣについて、新規引き合いが

増加しており回復の兆しがあるものの、足元の受注状況は低調で推移していること等による他、連結子会社の貸倒

懸念債権に対する貸倒引当金繰入が発生し、当期中に解消の見込みがないため、平成24年２月14日に公表いたしま

した、第２四半期（累計）及び通期の業績予想につきまして業績予想の修正を行っております。詳細につきまして

は本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。

なお、上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実績は、今後の

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

（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。 

（４）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。

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
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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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,065,343 1,992,241

受取手形及び売掛金 1,408,441 1,253,162

商品及び製品 168,178 215,565

仕掛品 39,339 37,061

原材料及び貯蔵品 561,123 553,834

未収入金 94,973 97,357

繰延税金資産 44,696 45,523

その他 60,312 15,191

貸倒引当金 △9,000 △17,700

流動資産合計 4,433,405 4,192,234

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,154,755 1,158,711

機械装置及び運搬具 1,113,942 1,201,954

工具、器具及び備品 1,115,587 1,131,932

土地 303,693 303,693

リース資産 70,555 85,680

建設仮勘定 151,000 301,000

減価償却累計額 △2,724,596 △2,774,998

有形固定資産合計 1,184,936 1,407,972

無形固定資産 18,947 18,894

投資その他の資産

投資有価証券 205,903 262,056

長期貸付金 58,843 126,720

繰延税金資産 214,712 240,630

その他 115,023 192,337

貸倒引当金 △35,200 △78,060

投資その他の資産合計 559,281 743,683

固定資産合計 1,763,164 2,170,549

繰延資産 4,721 4,395

資産合計 6,201,290 6,367,178
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,019,973 981,457

設備関係支払手形 7,537 74,085

短期借入金 2,035,150 2,021,674

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 17,334 22,125

未払法人税等 10,312 9,205

受注損失引当金 3,974 5,939

賞与引当金 － 23,940

その他 106,001 93,357

流動負債合計 3,320,281 3,351,782

固定負債

社債 330,000 280,000

長期借入金 1,336,082 1,522,444

リース債務 28,009 32,054

繰延税金負債 6,556 5,337

退職給付引当金 399,908 411,841

その他 1,000 966

固定負債合計 2,101,555 2,252,642

負債合計 5,421,836 5,604,424

純資産の部

株主資本

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 16,258 11,049

自己株式 △169,119 △177,627

株主資本合計 702,956 689,239

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,151 6,334

為替換算調整勘定 △49,686 △25,292

その他の包括利益累計額合計 △48,535 △18,958

少数株主持分 125,033 92,473

純資産合計 779,454 762,754

負債純資産合計 6,201,290 6,367,178
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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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 1,444,992 1,169,244

売上原価 1,125,675 900,062

売上総利益 319,317 269,182

販売費及び一般管理費 303,089 343,895

営業利益又は営業損失（△） 16,228 △74,713

営業外収益

受取利息 574 516

受取配当金 39 －

不動産賃貸料 2,818 826

為替差益 3,019 11,020

その他 2,816 1,251

営業外収益合計 9,266 13,613

営業外費用

支払利息 13,816 12,178

その他 11,018 3,759

営業外費用合計 24,834 15,937

経常利益又は経常損失（△） 660 △77,037

特別利益

固定資産売却益 － 714

退職給付引当金戻入額 792 －

負ののれん発生益 － 22,561

特別利益合計 792 23,275

特別損失

固定資産除却損 1,083 225

投資有価証券評価損 25,781 －

出資金評価損 1,760 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,784 －

特別損失合計 32,408 225

税金等調整前四半期純損失（△） △30,956 △53,987

法人税、住民税及び事業税 6,150 7,094

法人税等調整額 △19,227 △32,470

法人税等合計 △13,077 △25,376

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,879 △28,611

少数株主損失（△） △2,683 △23,402

四半期純損失（△） △15,196 △5,209
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,879 △28,611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,657 8,085

為替換算調整勘定 14,376 33,192

その他の包括利益合計 16,033 41,277

四半期包括利益 △1,846 12,666

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,729 24,371

少数株主に係る四半期包括利益 3,883 △11,705
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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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