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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 25,812 △8.3 587 △58.1 527 △58.7 100 △77.2
24年3月期第2四半期 28,147 9.8 1,401 △24.9 1,276 △28.7 441 △40.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 214百万円 （△67.9％） 24年3月期第2四半期 667百万円 （60.7％）

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2四半期 1.88 ―
24年3月期第2四半期 8.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 43,140 14,176 27.9
24年3月期 45,559 14,066 26.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,056百万円 24年3月期  11,992百万円

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 ― 2.00 ― 1.00 3.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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 54,000 △1.0 1,800 △20.9 1,700 △23.9 500 △37.9 9.36



(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P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用」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）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。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
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2Q 54,166,000 株 24年3月期 54,166,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 755,785 株 24年3月期 754,976 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 53,410,524 株 24年3月期2Q 53,411,239 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済は緩やかな回復基調が続いたものの、欧州

の長引く景気低迷や中国の成長鈍化など、減速感が強まりました。 

  わが国経済は、復興関連需要や政策発動による需要押上げ効果などを背景に、内需主導で底堅く推移

しましたが、後半は海外経済の減速と円高の継続もあり、製造業の生産活動が低下するなど、持ち直し

の動きが弱まってきております。 

  当社グループの主たる需要業界である自動車産業の生産活動は、海外については、北米・アジアは堅

調でしたが、欧州は需要の低迷が長期化しており、相対的に安定していたドイツでも翳りが見えるな

ど、前年同期を下回る状況が続いております。国内は、昨年の震災影響による落ち込みからの大幅回復

に加え、エコカー補助金の効果により高水準で推移しましたが、第２四半期に入り、伸び率が低下傾向

にあります。建材分野につきましては、復興投資を中心に前年比増が続いていますが、分野・地域毎の

活動に偏りが見られました。 

  当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、国内は自動車関連製品を中心に増加し

たものの、ステンレス事業および海外における販売数量減や国内外における競争激化の影響などによ

り、前年同期比8.3％減（23億３千４百万円減）の258億１千２百万円となりました。 

  収益面では、合理化を含む改善策にグループ全体として取り組んだものの、前述の売上高の減少によ

り、経常利益は、前年同期比58.7％減（７億４千８百万円減）の５億２千７百万円、四半期純利益は

77.2％減（３億４千万円減）の１億円となりました。 

  平成24年度後半の世界経済および日本経済は、欧州債務問題の長期化、米国の「財政の崖」や日中間

の地政学的リスクによる需要の縮小懸念など、予断を許さない状況が続きます。当社グループは、より

激しさを増す競争に備え、世界各地の生産拠点を有機的かつ効果的に活用し、シェアの維持・拡大に努

めるとともに、各拠点の生産性のさらなる向上と本上期から着手した習志野工場の生産設備構造改革の

加速などを鋭意実行し、着実な利益確保に注力してまいります。 

  

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24億１千８百万円

減少し、431億４千万円となりました。これは主に借入金の返済等による現金及び預金、預け金の減少

８億５千７百万円や、販売減による受取手形及び売掛金の減少２億７千３百万円、たな卸資産の減少８

億４千５百万円によるものです。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ25億２千８百万円減少し、289億６千４百万円となりました。

これは主に支払手形及び買掛金の支払等による減少18億３千６百万円と、借入金の返済等による減少５

億５千５百万円によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億９百万円増加し、141億７千６百万円となりま

した。これは主に利益の発生等による利益剰余金の増加４千７百万円や、少数株主持分の増加４千６百

万円によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、平成24年７月31日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」からの変更はありません。 

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

（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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該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第２四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。但し、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によっております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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２四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３百万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

（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）
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,785 1,936

預け金 1,712 1,704

受取手形及び売掛金 10,261 9,987

商品及び製品 3,529 3,145

仕掛品 2,165 2,145

原材料及び貯蔵品 3,651 3,211

繰延税金資産 469 477

その他 889 806

貸倒引当金 △16 △14

流動資産合計 25,449 23,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,348 3,287

機械装置及び運搬具（純額） 6,719 6,975

土地 2,402 2,405

建設仮勘定 680 260

その他（純額） 320 399

有形固定資産合計 13,472 13,327

無形固定資産   

のれん 4,233 3,933

その他 349 471

無形固定資産合計 4,583 4,404

投資その他の資産   

投資有価証券 1,207 1,128

関係会社株式 131 128

破産更生債権等 278 283

繰延税金資産 386 404

その他 355 374

貸倒引当金 △305 △309

投資その他の資産合計 2,054 2,008

固定資産合計 20,110 19,740

資産合計 45,559 43,140
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,066 11,229

短期借入金 8,448 8,208

未払法人税等 77 263

賞与引当金 496 510

その他 2,843 2,467

流動負債合計 24,931 22,679

固定負債   

長期借入金 3,373 3,057

繰延税金負債 698 683

負ののれん 13 －

退職給付引当金 2,028 2,064

役員退職慰労引当金 173 150

長期預り敷金保証金 255 234

その他 16 95

固定負債合計 6,561 6,285

負債合計 31,493 28,964

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,634 3,634

資本剰余金 2,419 2,419

利益剰余金 6,640 6,687

自己株式 △144 △144

株主資本合計 12,549 12,596

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 186 132

繰延ヘッジ損益 △13 △20

為替換算調整勘定 △729 △652

その他の包括利益累計額合計 △556 △540

少数株主持分 2,073 2,120

純資産合計 14,066 14,176

負債純資産合計 45,559 43,140
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 28,147 25,812

売上原価 23,570 22,200

売上総利益 4,576 3,612

販売費及び一般管理費 3,174 3,024

営業利益 1,401 587

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 11 16

負ののれん償却額 27 13

持分法による投資利益 10 8

スクラップ売却益 30 33

その他 22 31

営業外収益合計 105 105

営業外費用   

支払利息 93 109

為替差損 108 20

その他 28 35

営業外費用合計 230 165

経常利益 1,276 527

特別利益   

固定資産売却益 8 0

特別利益合計 8 0

特別損失   

固定資産除却損 25 8

ゴルフ会員権評価損 6 －

特別損失合計 32 8

税金等調整前四半期純利益 1,252 519

法人税等 657 335

少数株主損益調整前四半期純利益 594 183

少数株主利益 153 83

四半期純利益 441 100
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 594 183

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △85 △54

繰延ヘッジ損益 △122 △6

為替換算調整勘定 282 95

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △3

その他の包括利益合計 73 30

四半期包括利益 667 214

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 520 116

少数株主に係る四半期包括利益 147 97
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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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