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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 1,698 △19.5 78 △62.9 69 △62.5 22 △72.4
23年12月期第2四半期 2,110 6.2 212 25.0 184 30.5 83 565.1

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 47百万円 （△50.2％） 23年12月期第2四半期 95百万円 （―％）

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2四半期 2.24 ―
23年12月期第2四半期 8.13 ―

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

24年12月期第2四半期 5,278 1,817 33.2 171.17
23年12月期 5,242 1,820 33.4 171.28
（参考） 自己資本  24年12月期第2四半期  1,750百万円 23年12月期  1,751百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
24年12月期 ― ―
24年12月期（予想） ― 5.00 5.00

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、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  

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 3,500 △13.3 160 △54.6 120 △57.7 50 △59.2 4.89



(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  ：  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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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）３ページ「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   ：  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2Q 10,246,500 株 23年12月期 10,246,500 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 21,931 株 23年12月期 21,931 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 10,224,569 株 23年12月期2Q 10,224,694 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、内需関連業種について

は東日本大震災の復興需要等による個人消費復調等持ち直しの傾向が見られました。しかしながら、債務問題解決の不透

明さにともなう欧州経済の失速は同地域への輸出依存度の高い新興国経済の成長鈍化を招きました。また、長期化する円

高もあり、輸出環境が急速に悪化してまいりました。 

このような状況下、当社グループの国内販売につきましては、円高等による輸出環境の悪化にともなう生産活動低下の影

響や一部ハイテク品の市場競争激化もあり前年同期比では減少致しました。 

輸出につきましては、中国楽器市場やインドネシア向け等は好調でありましたものの、中国における電子製品向け受

注が、前年大幅増の反動や価格競争の激化により大きく減少し、グループ全体では前年同期より売上が減少いたしまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,698百万円（前年同期比19.5％減）、営業利益は78百万円（前年同

期比62.9％減）、経常利益は69百万円（前年同期比62.5％減）、四半期純利益は投資有価証券評価損の特別損失計上もあ

り22百万円（前年同期比72.4％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,668百万円（前連結会計年度末3,932百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて263百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が320百万円減少したことにより

ます。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,580百万円（前連結会計年度末1,299百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて280百万円の増加となりました。これは主に、中国に設立した子会社による固定資産の取

得によるものであります。 

（繰延資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は、30百万円（前連結会計年度末10百万円）となり、前連結

会計年度末と比べて19百万円の増加となりました。これは中国に設立した子会社にかかるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,950百万円（前連結会計年度末2,110百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて160百万円の減少となりました。これは主に短期借入金が188百万円減少したことによりま

す。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,511百万円（前連結会計年度末1,311百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて199百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が262百万円増加した一方、社債が

65百万円減少したことによります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,817百万円（前連結会計年度末1,820百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて３百万円の減少となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況について 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、各活

動により320百万円減少し1,136百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果得られた資金は58百万円となりました（前年同期は46百万円の使用）。これは主として税金等調整

前四半期純利益61百万円を計上したことによります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は337百万円となりました（前年同期は178百万円の使用）。これは主として中国にお

いて設立した子会社による固定資産の取得によるものであります。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動の結果使用した資金は46百万円（前年同期は336百万円の獲得）となりました。これは主として配当金の

支払によるものであります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、輸出環境については、円高影響、欧州経済の不振、新興国経済減速等が懸念されま

す。一方、国内販売についても大きな好転は期待しづらい状況であります。 

当社といたしましては、新規に設立致しました中国子会社の立上げに鋭意取り組むとともに、引続き製品開発力、販

売力の強化や、原価の低減、経費の削減等に努力してまいります。 

 なお、平成24年８月９日に当第２四半期累計期間における連結・個別業績予想の修正をおこないました。 

 平成24年12月期通期の連結業績予想も、売上高3,500百万円、営業利益160百万円、経常利益120百万円、当期純利益50

百万円に修正しております。（同通期個別業績予想も、売上高3,400百万円、営業利益190百万円、経常利益170百万円、

当期純利益90百万円に修正済であります。）   

  

  

（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）  

 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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456,829 1,136,392

受取手形及び売掛金 885,000 844,499

商品及び製品 187,825 240,060

仕掛品 793,259 819,462

原材料及び貯蔵品 549,807 577,624

繰延税金資産 23,403 27,505

その他 37,639 24,383

貸倒引当金 △1,386 △1,187

流動資産合計 3,932,378 3,668,741

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 163,082 157,839

機械装置及び運搬具（純額） 84,264 73,855

土地 400,469 400,469

リース資産（純額） 2,650 2,011

建設仮勘定 126,693 438,469

その他（純額） 10,408 8,805

有形固定資産合計 787,570 1,081,449

無形固定資産 132,174 105,224

投資その他の資産   

投資有価証券 275,258 298,808

繰延税金資産 59,080 51,336

その他 46,459 44,110

貸倒引当金 △778 △766

投資その他の資産合計 380,019 393,488

固定資産合計 1,299,764 1,580,162

繰延資産   

開業費 10,817 30,047

繰延資産合計 10,817 30,047

資産合計 5,242,960 5,278,950
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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２四半期連結会計期間 
(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 697,179 651,355

1年内償還予定の社債 130,000 130,000

短期借入金 1,094,605 905,758

リース債務 1,282 1,279

未払法人税等 4,655 37,667

賞与引当金 20,237 17,185

役員賞与引当金 12,000 －

その他 151,010 207,094

流動負債合計 2,110,971 1,950,340

固定負債   

社債 695,000 630,000

長期借入金 334,650 596,770

リース債務 1,367 732

役員退職慰労引当金 105,835 105,040

退職給付引当金 157,626 162,347

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 13,048 12,621

固定負債合計 1,311,099 1,511,082

負債合計 3,422,070 3,461,423

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,201,830 1,173,616

自己株式 △4,687 △4,687

株主資本合計 1,765,649 1,737,435

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,458 29,945

為替換算調整勘定 △32,818 △17,244

その他の包括利益累計額合計 △14,360 12,700

少数株主持分 69,601 67,390

純資産合計 1,820,889 1,817,527

負債純資産合計 5,242,960 5,278,950
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,110,328 1,698,113

売上原価 1,447,054 1,187,686

売上総利益 663,274 510,427

販売費及び一般管理費 450,389 431,492

営業利益 212,885 78,935

営業外収益   

受取利息 286 485

受取配当金 3,286 3,793

助成金収入 － 2,098

為替差益 1,512 844

その他 1,021 1,925

営業外収益合計 6,107 9,147

営業外費用   

支払利息 13,285 15,817

社債発行費 13,493 －

支払手数料 7,047 －

その他 434 2,927

営業外費用合計 34,261 18,744

経常利益 184,731 69,337

特別損失   

投資有価証券評価損 16,410 8,102

環境対策引当金繰入額 3,571 －

特別損失合計 19,981 8,102

税金等調整前四半期純利益 164,750 61,234

法人税、住民税及び事業税 73,721 47,744

法人税等調整額 △5,017 △5,829

法人税等合計 68,703 41,914

少数株主損益調整前四半期純利益 96,046 19,320

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,937 △3,588

四半期純利益 83,108 22,908
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 96,046 19,320

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,136 11,487

為替換算調整勘定 △5,323 16,952

その他の包括利益合計 △187 28,440

四半期包括利益 95,858 47,760

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82,232 49,970

少数株主に係る四半期包括利益 13,626 △2,210
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 164,750 61,234

減価償却費 23,626 23,859

貸倒引当金の増減額（△は減少） △501 △210

受取利息及び受取配当金 △3,572 △4,278

支払利息 13,285 15,817

投資有価証券評価損益（△は益） 16,410 8,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,503 4,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,670 △795

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △12,000

売上債権の増減額（△は増加） △140,915 41,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,857 △100,844

仕入債務の増減額（△は減少） 41,731 △45,823

未払費用の増減額（△は減少） 72,699 62,648

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,901 △1,722

未収入金の増減額（△は増加） 333 △2,799

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,195 △3,052

その他 △36,220 33,055

小計 110,032 78,944

利息及び配当金の受取額 3,572 3,686

利息の支払額 △13,659 △15,832

法人税等の支払額 △146,553 △8,703

営業活動によるキャッシュ・フロー △46,608 58,095

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,672 △308,569

無形固定資産の取得による支出 △164,740 －

投資有価証券の取得による支出 △10,776 △10,692

繰延資産の取得による支出 － △17,731

その他 △605 △605

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,794 △337,599

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 65,292

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △171,626 △192,880

社債の発行による収入 486,506 －

社債の償還による支出 △20,000 △65,000

自己株式の取得による支出 △158 －

リース債務の返済による支出 △637 △639

配当金の支払額 △50,919 △51,091

その他 △7,047 △2,371

財務活動によるキャッシュ・フロー 336,116 △46,689

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,825 5,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,888 △320,436

現金及び現金同等物の期首残高 943,954 1,456,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,047,843 1,136,392
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

[セグメント情報]  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日）および当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日） 

 当社グループは、研磨材製商品の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。    

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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