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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 13,467 20.0 77 ― 25 ― △114 ―
24年3月期第1四半期 11,221 △9.3 △308 ― △296 ― △479 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 111百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △279百万円 （―％）

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 △8.53 ―
24年3月期第1四半期 △35.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 43,658 9,308 16.8
24年3月期 43,014 9,328 17.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,317百万円 24年3月期  7,399百万円

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

24年3月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 1.00 ― 2.00 3.00

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) 24,560 2.3 90 ― △70 ― △220 ― △16.36
通期 53,910 1.7 1,590 91.9 1,170 38.6 370 ― 27.51



(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  

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、添付資
料3ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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 13,650,860 株 24年3月期 13,648,860 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 193,943 株 24年3月期 193,943 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 13,456,346 株 24年3月期1Q 13,444,457 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などを背景として、

緩やかに持ち直してきましたが、欧州財政問題及び長引く円高の影響等により、先行き不透明な状況で

推移しました。 

 当業界におきましても、東日本大震災や昨年10月に発生したタイの洪水影響からの回復基調にはある

ものの、原油、ナフサ価格の上昇傾向等もあり、楽観できない事業環境となりました。 

  一方、海外市場においては、東南アジア及び中国の旺盛な需要拡大に支えられ、堅調に推移しました

が、欧州・米国の状況次第では新興国における景気減退の懸念もあり、今後の状況を注視する必要があ

ります。このような状況の中、開発面においては、環境負荷軽減にも配慮した新製品・新技術・新材料

の研究と顧客ニーズに対応するための既存製品の改良・改善及び応用技術開発を実施する等、開発先行

型企業であり続けるための活動を継続する一方、営業面においては新技術及びグローバルネットワーク

を活かした積極的な提案営業を展開するとともに、製造面においても品質の向上、コストの低減及び短

納期対応に全力で取り組む等、開発、営業及び製造が一体となり、お客様満足度の向上に努めました。

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、13,467,161千円（前年同四半期比20.0％増）

となりました。損益面では自動車メーカーを中心とした増産対応に伴う受注数量の増加等により営業利

益は77,357千円（前年同四半期は営業損失で308,167千円）、経常利益は25,711千円（前年同四半期は

経常損失で296,515千円）、税金等調整前四半期純利益は35,106千円（前年同四半期は税金等調整前四

半期純損失で319,965千円）、四半期純損失は114,829千円（前年同四半期は四半期純損失で479,238千

円）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。 

① 日本  

 成形品事業、特に車両分野での受注数量の増加により、売上高は9,074,270千円（前年同四半期比

28.8％増）、営業損失は84,332千円（前年同四半期は営業損失で599,859千円）となりました。 

  

② 中国  

 車両分野・ＯＡ分野での受注数量の増加により、売上高は2,133,656千円（前年同四半期比2.9％増）

となったものの、中国でのパソコン筐体部品の新規立ち上げ費用の増加等により営業損失は79,688千円

（前年同四半期は営業利益で19,060千円）となりました。 

  

③ 東南アジア  

 インドネシアにおける車両分野での受注数量の増加により、売上高は2,259,234千円（前年同四半期

比7.3％増）となったものの、営業利益は220,598千円（前年同四半期比4.1％減）となりました。 

  

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
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① 流動資産 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産合計は、23,000,538千円となり、前連結会計年度末と

比べ120,945千円増加しました。これは、未収入金の減少（675,578千円減）があったものの、棚卸資産

の増加（311,654千円増）、受取手形及び売掛金の増加（247,033千円増）、短期貸付金の増加

（100,000千円増）、現金及び預金の増加（39,449千円増）が主な要因であります。 

 ② 固定資産 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産合計は、20,657,621千円となり、前連結会計年度末と

比べ523,150千円増加しました。これは、土地の増加（504,321千円増）が主な要因であります。 

 ③ 流動負債 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債合計は、21,229,839千円となり、前連結会計年度末と

比べ173,212千円増加しました。これは、短期借入金の増加（99,732千円増）、1年以内返済予定の長期

借入金の増加（259,051千円増）が主な要因であります。 

 ④ 固定負債 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債合計は、13,120,026千円となり、前連結会計年度末と

比べ491,030千円増加しました。これは長期借入金の増加（427,802千円増）が主な要因であります。 

 ⑤ 純資産 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、9,308,294千円となり、前連結会計年度末と比

べ、20,146千円減少しました。これは利益剰余金の減少（139,441千円減）が主な要因であります。 

  

今後の業績予想につきましては、平成24年５月14日発表の業績予想から変更はありません。今後、何

らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態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
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当第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であった高岡ホンダ自販株式会社は、総資産、売上

高、当期純利益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が増したため、平成24年４月１日付

けで、連結子会社としております。 

当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する方法によっております。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方

法等によっております。 

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 

 当社及び国内連結子会社は、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日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

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、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ670千円増加しております。 

  

  

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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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該当事項はありません。 

  

  

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 2,976,433 3,015,883

受取手形及び売掛金 9,673,780 9,920,813

商品 191,637 290,115

製品 865,278 889,876

原材料 995,325 1,033,878

仕掛品 2,901,027 3,038,749

貯蔵品 146,144 158,449

繰延税金資産 80,950 98,082

未収入金 4,442,712 3,767,134

その他 607,561 790,257

貸倒引当金 △1,260 △2,700

流動資産合計 22,879,592 23,000,538

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,729,210 4,770,259

機械装置及び運搬具（純額） 3,987,109 4,050,025

土地 5,627,048 6,131,370

建設仮勘定 201,812 207,241

その他（純額） 1,923,852 1,963,052

有形固定資産合計 16,469,033 17,121,949

無形固定資産   

ソフトウエア 109,376 120,837

のれん 107,569 169,129

その他 157,788 134,253

無形固定資産合計 374,733 424,220

投資その他の資産   

投資有価証券 1,066,953 824,717

出資金 102,971 115,448

繰延税金資産 1,455,489 1,498,769

その他 777,175 784,401

貸倒引当金 △111,885 △111,885

投資その他の資産合計 3,290,704 3,111,451

固定資産合計 20,134,471 20,657,621

資産合計 43,014,063 43,658,159
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,681,299 11,496,055

短期借入金 1,575,056 1,674,789

1年内返済予定の長期借入金 3,938,998 4,198,050

未払法人税等 163,103 115,367

賞与引当金 407,014 230,640

その他 3,291,153 3,514,935

流動負債合計 21,056,626 21,229,839

固定負債   

長期借入金 7,758,972 8,186,775

退職給付引当金 4,310,208 4,335,685

役員退職慰労引当金 171,179 185,184

その他 388,634 412,381

固定負債合計 12,628,996 13,120,026

負債合計 33,685,623 34,349,865

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,088,392 2,088,614

資本剰余金 1,774,824 1,775,046

利益剰余金 4,245,573 4,106,131

自己株式 △47,717 △47,717

株主資本合計 8,061,072 7,922,074

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △197,793 △273,491

為替換算調整勘定 △463,684 △323,770

繰延ヘッジ損益 － △7,597

その他の包括利益累計額合計 △661,478 △604,859

新株予約権 13,200 13,134

少数株主持分 1,915,646 1,977,944

純資産合計 9,328,440 9,308,294

負債純資産合計 43,014,063 43,658,159
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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 11,221,830 13,467,161

売上原価 10,354,457 12,029,004

売上総利益 867,373 1,438,157

販売費及び一般管理費 1,175,541 1,360,799

営業利益又は営業損失（△） △308,167 77,357

営業外収益   

受取利息 3,226 3,693

受取配当金 14,950 11,645

為替差益 16,068 1,015

作業屑売却収入 15,813 13,207

助成金収入 57,983 1,606

その他 27,792 12,983

営業外収益合計 135,835 44,151

営業外費用   

支払利息 92,716 84,498

その他 31,466 11,300

営業外費用合計 124,183 95,798

経常利益又は経常損失（△） △296,515 25,711

特別利益   

固定資産売却益 3,372 2,510

負ののれん発生益 － 8,150

特別利益合計 3,372 10,660

特別損失   

固定資産売却損 183 437

固定資産除却損 24,688 826

貸倒引当金繰入額 1,950 －

特別損失合計 26,821 1,264

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（△）

△319,965 35,106

法人税等 68,486 69,684

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △388,451 △34,577

少数株主利益 90,787 80,252

四半期純損失（△） △479,238 △114,829
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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損失（△） △388,451 △34,577

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 － △7,597

その他有価証券評価差額金 △22,642 △75,790

為替換算調整勘定 128,274 221,965

持分法適用会社に対する持分相当額 2,978 7,381

その他の包括利益合計 108,610 145,959

四半期包括利益 △279,840 111,381

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △418,367 △58,210

少数株主に係る四半期包括利益 138,526 169,592
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該当事項はありません。 

【セグメント情報】 

Ⅰ  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） 

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） １．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

  ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1)中国…中華人民共和国、香港 

   (2)東南アジア…インドネシア、タイ 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 重要な変動はありません。 

  

（重要な負ののれんの発生益） 

 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

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

  外部顧客への売上高 7,043,344 2,073,306 2,105,179 11,221,830

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

85,648 158,764 3,041 247,454

計 7,128,992 2,232,070 2,108,221 11,469,284

セグメント利益又は損失 
（損失は△）

△599,859 19,060 230,092 △350,706

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △350,706

セグメント間取引消去 42,538

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △308,167
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Ⅱ  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） 

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） １．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

  ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1)中国…中華人民共和国、香港 

   (2)東南アジア…インドネシア、タイ 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社グループは、平成24年４月１日付けで組織変更を実施したことに伴い、当第１四半期連結会

計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の「成形品事業」「その

他の事業」から、「日本」「中国」「東南アジア」に変更しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成し

ており、前第１四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

  外部顧客への売上高 9,074,270 2,133,656 2,259,234 13,467,161

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

141,452 69,055 636 211,144

計 9,215,723 2,202,711 2,259,870 13,678,306

セグメント利益又は損失 
（損失は△）

△84,332 △79,688 220,598 56,576

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 56,576

セグメント間取引消去 20,780

四半期連結損益計算書の営業利益 77,357
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な変動はありません。 

  

（重要な負ののれんの発生益） 

東南アジアにおいて平成24年５月29日に、連結子会社であるＰＴ．タカギ・サリマルチウタマの

株式を追加取得したため、8,150千円の負ののれん発生益を計上しております。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（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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