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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 2,501 △15.0 △72 ― △89 ― △32 ―
23年12月期第2四半期 2,943 △7.3 107 △11.5 77 △10.9 △63 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △61百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △12百万円 （―％）

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 △2.70 ―
23年12月期第2四半期 △5.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 6,259 688 9.8
23年12月期 6,201 779 10.6
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  612百万円 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、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 5,300 △6.7 50 △57.6 10 △82.5 5 ― 0.42



(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き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およ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「連結業績予想に関する定性的情報」をご欄ください。 

※  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 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2Q 496,703 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2Q 11,894,832 株 23年12月期2Q 11,996,703 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におけるわが国経済は、欧州債務危機の連鎖的な不安が解消出来ないまま輸出産業の

停滞を余儀なくさせています。また、中国市場での経済成長減速感が自動車産業、設備産業での生産減速となって

おります。また、為替相場は実体経済実力以上に買い進められた結果、引き続き円高水準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２四半期連結累計期間の売上高は25億１百万円（前年同四半期比 15.0％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19億７千１百万円、アジアでは３億４千２百万円、欧州では１億６千

８百万円となりました。

営業損失は72百万円（前年同期営業利益１億７百万円）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と、貸倒引当金を46百万円繰入れたことによるものです。また、経常損失は89百万円（前年

同期経常損失 77百万円）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

①財政状態の分析

当第２四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58百万円増加し6,259百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の288百万円の減少、たな卸資産等の45百万円の増加、機械装置

及び運搬具の81百万円の増加、建設仮勘定150百万円の増加、長期貸付金の67百万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149百万円増加し5,571百万円となりました。変動の主なものは、支払手形及

び買掛金の60百万円の増加、設備関係支払手形の44百万円の増加、長期借入金の56百万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91百万円減少し、688百万円となりました。変動の主なものは利益剰余金

の減少32百万円、少数株主持分の減少49百万円であります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは102百万円となりました。これは主と

して減価償却費が86百万円となったこと、売上債権の減少35百万円、たな卸資産の増加△41百万円、仕入債務の増

加93百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△264百

万円、投資有価証券の取得による支出△44百万円、貸付けによる支出△100百万円により△367百万円となりまし

た。財務活動によるキャッシュ・フローは△11百万円となりました。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末

の現金及び現金同等物の残高は1,670百万円となりました。

（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、主力であるハイブリッドＩＣについて、今後は受注回復が見込まれま

すものの、緩やかな回復予想であり、加えていわゆる欧州危機の影響が長引いており、中国子会社の受注状況の改

善もさほど見込めない状況であります。詳細につきましては平成24年８月８日に公表しております「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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 2,065,343 1,776,913

受取手形及び売掛金 1,408,441 1,376,193

商品及び製品 168,178 171,041

仕掛品 39,339 33,478

原材料及び貯蔵品 561,123 609,048

未収入金 94,973 105,080

繰延税金資産 44,696 22,076

その他 60,312 18,354

貸倒引当金 △9,000 △16,010

流動資産合計 4,433,405 4,096,173

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,154,755 1,159,288

機械装置及び運搬具 1,113,942 1,194,949

工具、器具及び備品 1,115,587 1,134,858

土地 303,693 303,693

リース資産 70,555 95,518

建設仮勘定 151,000 301,000

減価償却累計額 △2,724,596 △2,797,533

有形固定資産合計 1,184,936 1,391,773

無形固定資産 18,947 24,102

投資その他の資産

投資有価証券 205,903 241,375

長期貸付金 58,843 126,186

繰延税金資産 214,712 242,155

その他 115,023 208,435

貸倒引当金 △35,200 △74,760

投資その他の資産合計 559,281 743,391

固定資産合計 1,763,164 2,159,266

繰延資産 4,721 4,069

資産合計 6,201,290 6,259,508
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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 1,019,973 1,080,480

設備関係支払手形 7,537 52,102

短期借入金 2,035,150 2,038,770

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 17,334 23,974

未払法人税等 10,312 4,453

受注損失引当金 3,974 1,760

その他 106,001 150,232

流動負債合計 3,320,281 3,471,771

固定負債

社債 330,000 270,000

長期借入金 1,336,082 1,391,703

リース債務 28,009 35,444

繰延税金負債 6,556 4,885

退職給付引当金 399,908 396,413

その他 1,000 966

固定負債合計 2,101,555 2,099,411

負債合計 5,421,836 5,571,182

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 △15,859

自己株式 △169,119 △182,799

株主資本合計 702,956 657,159

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 △896

為替換算調整勘定 △49,686 △43,847

その他の包括利益累計額合計 △48,535 △44,743

少数株主持分 125,033 75,910

純資産合計 779,454 688,326

負債純資産合計 6,201,290 6,259,508
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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 2,943,418 2,501,547

売上原価 2,249,829 1,927,090

売上総利益 693,589 574,457

販売費及び一般管理費 585,906 647,057

営業利益又は営業損失（△） 107,683 △72,600

営業外収益

受取利息 1,058 1,080

受取配当金 4,271 3,752

不動産賃貸料 3,921 2,059

為替差益 － 5,368

その他 5,982 3,970

営業外収益合計 15,232 16,229

営業外費用

支払利息 31,477 25,759

為替差損 2,780 －

その他 11,288 7,617

営業外費用合計 45,545 33,376

経常利益又は経常損失（△） 77,370 △89,747

特別利益

固定資産売却益 － 714

投資有価証券売却益 4,040 －

負ののれん発生益 3,737 22,561

特別利益合計 7,777 23,275

特別損失

固定資産除却損 2,000 567

投資有価証券評価損 26,834 290

貸倒損失 59,856 －

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 94,234 857

税金等調整前四半期純損失（△） △9,087 △67,329

法人税、住民税及び事業税 16,788 2,301

法人税等調整額 △5,453 △3,662

法人税等合計 11,335 △1,361

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,422 △65,968

少数株主利益又は少数株主損失（△） 43,359 △33,851

四半期純損失（△） △63,781 △32,117
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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損失（△） △20,422 △65,968

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,222 △5,062

為替換算調整勘定 4,570 9,265

その他の包括利益合計 7,792 4,203

四半期包括利益 △12,630 △61,765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,786 △28,328

少数株主に係る四半期包括利益 48,156 △33,437
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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損失（△） △9,087 △67,329

減価償却費 81,628 86,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,265 △3,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,502 46,570

受取利息及び受取配当金 △5,329 △4,832

支払利息 30,684 29,149

有形固定資産除却損 2,001 567

投資有価証券売却損益（△は益） △4,040 －

投資有価証券評価損益（△は益） 28,594 290

有形固定資産売却損益（△は益） － △714

売上債権の増減額（△は増加） 6,819 35,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,152 △41,649

仕入債務の増減額（△は減少） △96,819 93,159

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,003 △1,808

その他 137,541 △36,489

小計 130,600 135,092

利息及び配当金の受取額 5,329 4,832

利息の支払額 △30,684 △29,149

法人税等の支払額 △8,704 △8,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,541 102,615

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 △217,319 △264,727

有形固定資産の売却による収入 － 714

無形固定資産の取得による支出 △2,027 △6,742

投資有価証券の取得による支出 △180 △44,765

投資有価証券の売却による収入 4,990 －

貸付けによる支出 △18,790 △100,000

貸付金の回収による収入 5,343 34,237

定期預金の預入による支出 △49,878 △35,037

定期預金の払戻による収入 94,497 49,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,364 △367,101

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） △62,911 5,486

長期借入れによる収入 565,000 552,000

長期借入金の返済による支出 △671,449 △498,245

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △40,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △65 △19

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,651 △10,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,076 △11,685

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,330 1,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209,569 △274,248

現金及び現金同等物の期首残高 1,916,628 1,944,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,707,059 1,670,532
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該当事項はありません。

該当事項はありません。 

（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
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