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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 2,466 16.4 28 ― 41 ― △70 ―
24年3月期第1四半期 2,119 ― △213 ― △192 ― △336 ―

（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 △296百万円 （―％）

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 △7.39 ―
24年3月期第1四半期 △35.29 ―

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 15,316 11,545 75.4 1,211.44
24年3月期 15,412 11,723 76.1 1,230.06
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  11,545百万円 24年3月期  11,723百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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  
(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」をご覧ください。 

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) 5,150 6.2 100 ― 125 ― 40 ― 4.20
通期 10,500 2.6 270 ― 320 335.4 160 ― 16.79



(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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報（注記事
項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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。 

※  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 10,066,872 株 24年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 536,198 株 24年3月期 535,677 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,530,804 株 24年3月期1Q 9,531,265 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我が国経済は、復興関連の需要などを背景に、個人消費の増大や設備投資

の緩やかな持ち直しが見られ、景気は回復傾向で推移いたしました。しかしながら、欧州における財政危機や信

用不安、また円高・株安の進行など、依然として先行き不透明な状況が続いております。  

 このような状況下、当社グループ(当社及び連結子会社）は、利益重視の経営、海外での受注拡大の方針のもと

盤石な経営基盤を築くため、新製品受注強化、生産性向上、原価低減に取り組んでまいりました。  

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は24億６千６百万円（前年同四半期比16.4％増）、営業利

益２千８百万円（前年同四半期は営業損失２億１千３百万円）、経常利益４千１百万円（前年同四半期は経常損

失１億９千２百万円）、四半期純損失７千万円（前年同四半期は四半期純損失３億３千６百万円）となりまし

た。  

 

 当社グループの製品別概況は、次の通りであります。  

 

① 自動車関連製品  

ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品の売上高は14億８千３百万円（前年同四半期比52.8％増）と

なりました。  

 

② デジタル家電関連製品  

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の売上高は３億９千３百万円（前年同四半期比1.6％

増）となりました。  

 

③ 事務機関連製品  

複写機・プリンター等の事務機関連製品の売上高は３億５千１百万円（前年同四半期比16.8％減）となりまし

た。  

 

④ その他の製品  

その他の製品としては電子部品関連製品が主なものであります。その他の売上高は２億３千７百万円（前年同四

半期比29.8％減）となりました。  

 

   

（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総資産は153億１千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ９千６百万

円減少しました。このうち流動資産は96億９千７百万円となり、４億９百万円減少しました。これは主に、現金

及び預金３億３千９百万円と受取手形及び売掛金１億１千７百万円の減少によるものであります。固定資産は56

億１千８百万円となり、３億１千２百万円増加しました。これは主に、投資有価証券３億４百万円の増加による

ものであります。  

 負債は37億７千万円となり、前連結会計年度末と比べ８千２百万円増加しました。流動負債は30億５千２百万

円となり、８千７百万円増加しました。固定負債は７億１千７百万円となり、５百万円減少しました。  

 純資産は115億４千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億７千８百万円減少しました。これは主に、四

半期純損失７千万円の計上と配当金支払６千６百万円による利益剰余金の減少などによるものです。  

 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日公表いたしました連結業績予想から修正は行

っておりません。  

 なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やか

に開示する予定であります。  

   

  

   

  

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 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、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、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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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 2,671,335 2,331,786

受取手形及び売掛金 4,170,906 4,053,571

有価証券 2,000,000 2,000,000

製品 142,636 118,666

仕掛品 545,190 587,231

原材料及び貯蔵品 283,711 302,534

その他 293,259 304,120

流動資産合計 10,107,038 9,697,910

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,809,891 1,763,332

機械装置及び運搬具（純額） 942,125 899,005

土地 845,406 838,512

その他（純額） 243,823 341,776

有形固定資産合計 3,841,247 3,842,627

無形固定資産 26,133 28,079

投資その他の資産   

投資有価証券 1,402,375 1,707,186

その他 37,198 42,034

貸倒引当金 △1,400 △1,400

投資その他の資産合計 1,438,173 1,747,820

固定資産合計 5,305,554 5,618,527

資産合計 15,412,593 15,316,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,553,196 2,603,508

賞与引当金 116,000 171,000

その他 295,770 278,388

流動負債合計 2,964,966 3,052,897

固定負債   

退職給付引当金 352,709 360,649

役員退職慰労引当金 50,380 36,450

資産除去債務 269,638 269,704

その他 50,921 50,921

固定負債合計 723,649 717,725

負債合計 3,688,616 3,770,623
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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 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,791,481 4,654,299

自己株式 △231,281 △231,419

株主資本合計 11,837,510 11,700,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △96,267 △87,650

為替換算調整勘定 △17,266 △66,724

その他の包括利益累計額合計 △113,533 △154,375

純資産合計 11,723,976 11,545,814

負債純資産合計 15,412,593 15,316,437
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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 2,119,102 2,466,347

売上原価 2,030,472 2,174,863

売上総利益 88,629 291,484

販売費及び一般管理費 301,644 263,232

営業利益又は営業損失（△） △213,015 28,251

営業外収益   

受取利息 4,769 5,673

受取配当金 5,095 4,470

助成金収入 10,954 3,298

その他 3,743 4,567

営業外収益合計 24,562 18,009

営業外費用   

その他 4,302 4,897

営業外費用合計 4,302 4,897

経常利益又は経常損失（△） △192,754 41,363

特別利益   

固定資産売却益 605 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 9,860

特別利益合計 605 9,860

特別損失   

固定資産売却損 3,039 27

固定資産除却損 16,957 －

減損損失 11,931 －

投資有価証券評価損 109,262 106,886

特別損失合計 141,190 106,913

税金等調整前四半期純損失（△） △333,339 △55,689

法人税、住民税及び事業税 3,045 14,774

法人税等合計 3,045 14,774

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △336,384 △70,463

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △336,384 △70,463
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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（△） △336,384 △70,463

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 78,169 8,616

為替換算調整勘定 △38,662 △49,458

その他の包括利益合計 39,507 △40,841

四半期包括利益 △296,877 △111,305

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △296,877 △111,305

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。   

   

   

（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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