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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 2,307 △8.9 45 △39.7 51 △45.1 53 △2.7
24年3月期第1四半期 2,532 △13.0 75 △78.4 93 △71.1 54 △73.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △193百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △85百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 4.29 ―
24年3月期第1四半期 4.40 ―

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

25年3月期第1四半期 29,566 26,740 90.4 2,155.60
24年3月期 30,179 27,020 89.5 2,178.17
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  26,740百万円 24年3月期  27,020百万円

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  
当期の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で開示する予定であります。 

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

24年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 5,200 4.4 108 △57.3 228 2.4 210 40.9 16.93
通期 11,000 9.8 450 39.2 610 5.0 470 307.0 37.89



(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ページをご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は添付資料2ページをご覧ください。 

(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 
本資料に記載されている業績予測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報および合理的と判断した前提に基づいており、その達成を当社と
して約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた結
果となる可能性があります。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 13,079,525 株 24年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 674,306 株 24年3月期 674,295 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,405,227 株 24年3月期1Q 12,405,469 株
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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 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州における債務問題での混迷や米国景気の足踏み、ま

たそれらに伴う新興国での成長減速の兆しなどから、総じて先行き不透明な状況が続きました。こうした海

外の状況を背景に再び円高が進行したものの、わが国経済は、震災復興需要の本格化や企業の生産活動の回

復などにより、全体としては緩やかな回復の兆しを見せました。 

 このような事業環境の中で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネス市場攻略に向けた本

格的な開発・生産・販売体制を構築し事業拡大に注力する一方、ITOフィルム事業の生産体制・販売体制を強

化するなど、新たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりましたが、部品価格競争の激化や円高の

進展などから当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は23億７百万円（前年同期比8.9％減）、営

業利益は45百万円（前年同期比39.7％減）、経常利益は51百万円（前年同期比45.1％減）、四半期純利益は53

百万円（前年同期比2.7％減）となりました。 

 (2）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内経済は復興需要を背景に回復傾向はみられるものの、自動車関連業界や産業機器業界の減速感がある

一方、海外では欧州金融問題の長期化などの影響から内外経済は総じて下振れリスクの懸念があります。 

 当社グループは自動車向けビジネスやITOフィルムビジネス、新エネルギー分野の市場開拓などに引き続き

注力し、成長市場である中国、アセアン地域での生産、販売を一層強化し地産池消ビジネスの拡大に努めて

まいります。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

(2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

四半期連結財務諸表提出会社 

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ797千円増加しております。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,467,853 9,348,638

受取手形及び売掛金 2,870,678 2,652,408

有価証券 4,601,958 5,002,059

商品及び製品 411,406 436,066

仕掛品 92,364 100,417

原材料及び貯蔵品 97,720 98,214

その他 439,902 496,618

貸倒引当金 △3,296 △2,927

流動資産合計 17,978,587 18,131,497

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,753,892 3,739,656

その他   

その他（純額） 3,252,430 3,158,975

有形固定資産合計 7,006,323 6,898,631

無形固定資産   

その他 500,329 514,208

無形固定資産合計 500,329 514,208

投資その他の資産   

投資有価証券 2,094,816 1,349,642

その他 2,616,974 2,690,319

貸倒引当金 △17,960 △18,213

投資その他の資産合計 4,693,831 4,021,748

固定資産合計 12,200,484 11,434,588

資産合計 30,179,072 29,566,086

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,624 1,372,484

未払法人税等 116,543 71,242

賞与引当金 223,980 317,745

その他 483,629 269,069

流動負債合計 2,359,779 2,030,541

固定負債   

退職給付引当金 448,223 442,827

役員退職慰労引当金 334,480 －

長期未払金 － 337,030

その他 15,834 15,014

固定負債合計 798,537 794,872

負債合計 3,158,316 2,825,413
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,642,439 23,608,767

自己株式 △957,468 △957,476

株主資本合計 29,370,100 29,336,420

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,387 69,491

為替換算調整勘定 △2,411,731 △2,665,239

その他の包括利益累計額合計 △2,349,344 △2,595,748

純資産合計 27,020,755 26,740,672

負債純資産合計 30,179,072 29,566,086
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,532,633 2,307,470

売上原価 1,362,908 1,202,016

売上総利益 1,169,725 1,105,454

販売費及び一般管理費 1,094,030 1,059,823

営業利益 75,694 45,630

営業外収益   

受取利息 23,326 25,606

受取配当金 3,635 2,957

不動産賃貸料 8,902 11,755

その他 11,549 7,660

営業外収益合計 47,414 47,980

営業外費用   

支払利息 400 293

為替差損 25,512 37,103

売上割引 1,106 892

その他 2,388 3,867

営業外費用合計 29,407 42,157

経常利益 93,701 51,454

特別利益   

固定資産売却益 166 81,967

投資有価証券売却益 7,931 －

特別利益合計 8,097 81,967

特別損失   

固定資産除却損 112 387

投資有価証券売却損 4,466 －

投資有価証券評価損 － 46,548

投資有価証券償還損 － 8,809

特別損失合計 4,578 55,745

税金等調整前四半期純利益 97,220 77,676

法人税等 42,588 24,511

少数株主損益調整前四半期純利益 54,632 53,164

四半期純利益 54,632 53,164
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 54,632 53,164

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,162 7,103

為替換算調整勘定 △127,019 △253,507

その他の包括利益合計 △140,181 △246,403

四半期包括利益 △85,549 △193,239

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,549 △193,239

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (3）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 (4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 

 

以上 
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