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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 15,431 10.8 △35 ― △129 ― △288 ―
24年3月期第2四半期 13,922 △14.2 △130 ― △315 ― △389 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △303百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △398百万円 （―％）

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2四半期 △16.98 ―
24年3月期第2四半期 △22.93 ―

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2四半期 20,238 10,733 53.0 632.09
24年3月期 21,135 11,122 52.6 654.80
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,729百万円 24年3月期  11,116百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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  ：  有  
 連結業績予想につきましては、本日（平成24年10月31日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異及び通
期連結業績予想の修正に関するお知らせ」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

通期 32,200 5.1 250 26.6 150 161.1 △100 ― △5.89



(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  ：  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、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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって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仮定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２ページ「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

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 17,085,034 株 24年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 110,343 株 24年3月期 108,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 16,975,047 株 24年3月期2Q 16,977,342 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経済情勢は、東日本大震災からの復興需要や政策効果により緩やかな回復傾

向にありましたが、欧州債務問題や中国をはじめとする新興国経済の減速、円高の長期化等から厳しい状況で推移

いたしました。 

 このような状況の中、当社グループは「Start New ASTI」のスローガンのもと海外拠点をベースとした成長市場

に対するビジネスの拡大に注力するとともに、国内においては基幹事業を掛川工場へ移転し生産体制の合理化、自

然災害への対応を進めてまいりました。当第２四半期連結累計期間の業績は、新興国経済の減速の影響等により車

載電装品の販売が当初計画を下回り、売上高 百万円（前年同期比10.8％増）、営業損失 百万円（前年同期

は営業損失 百万円）となりました。また、円高による為替換算損失により、経常損失 百万円（前年同期は経

常損失 百万円）、国内生産拠点の再編成に伴う固定資産の減損損失、投資有価証券の評価損等により、四半期

純損失 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となり

ました。受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末と比較して 百万円減）等が主な要因であります。負債

は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりました。支払手形及び買掛金の減少（同 百

万円減）等が主な要因であります。純資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりまし

た。利益剰余金の減少（同 百万円減）等が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は53.0％となり、前連結会計年度末と比較して0.4ポイント増加しております。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、インド、ベトナムにおける新規電装品の販売増はあるものの、エコカー補助金

の終了や日中関係悪化による生産調整の長期化が予想されることから連結業績予想を修正いたします。  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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をしております。 

（２）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。 

 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損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ 百万円減少しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

15,431 35

130 129

315

288 389

897 20,238

759

508 9,505 1,046

388 10,733
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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 1,325,868 839,937

受取手形及び売掛金 6,487,515 5,727,734

商品及び製品 513,294 596,678

仕掛品 498,397 518,193

原材料及び貯蔵品 2,704,283 2,346,611

その他 774,373 961,815

貸倒引当金 △7,099 △7,028

流動資産合計 12,296,633 10,983,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,555,679 7,255,158

減価償却累計額 △3,225,313 △3,389,192

建物及び構築物（純額） 2,330,366 3,865,966

機械装置及び運搬具 4,111,722 4,350,929

減価償却累計額 △2,981,110 △2,935,044

機械装置及び運搬具（純額） 1,130,611 1,415,884

土地 2,040,391 2,049,714

その他 5,015,175 3,754,362

減価償却累計額 △2,758,635 △2,855,673

その他（純額） 2,256,540 898,688

有形固定資産合計 7,757,909 8,230,254

無形固定資産 211,382 214,113

投資その他の資産   

投資有価証券 289,930 235,775

前払年金費用 467,422 458,596

その他 137,438 140,792

貸倒引当金 △25,220 △25,020

投資その他の資産合計 869,571 810,145

固定資産合計 8,838,863 9,254,512

資産合計 21,135,497 20,238,454



（単位：千円）

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 3,143,577 2,097,210

短期借入金 3,439,600 4,806,726

未払法人税等 93,193 46,493

賞与引当金 321,449 272,043

製品保証引当金 33,746 22,626

その他 1,276,757 858,633

流動負債合計 8,308,325 8,103,733

固定負債   

長期借入金 1,485,277 1,188,351

退職給付引当金 18,087 23,742

資産除去債務 925 936

その他 200,864 188,460

固定負債合計 1,705,155 1,401,490

負債合計 10,013,480 9,505,224

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,390,987 6,017,797

自己株式 △50,206 △50,504

株主資本合計 11,457,095 11,083,608

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,694 14,538

為替換算調整勘定 △385,764 △368,687

その他の包括利益累計額合計 △341,070 △354,149

少数株主持分 5,991 3,770

純資産合計 11,122,017 10,733,229

負債純資産合計 21,135,497 20,238,454



（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 13,922,122 15,431,601

売上原価 12,622,995 13,900,159

売上総利益 1,299,126 1,531,441

販売費及び一般管理費 1,429,889 1,567,086

営業損失（△） △130,763 △35,644

営業外収益   

受取利息 8,493 4,380

受取配当金 2,155 2,801

保険解約返戻金 8,907 1,675

補助金収入 － 17,817

その他 62,047 34,104

営業外収益合計 81,604 60,779

営業外費用   

支払利息 22,507 29,188

為替差損 225,378 93,001

支払補償費 － 20,177

その他 18,185 11,884

営業外費用合計 266,070 154,251

経常損失（△） △315,229 △129,117

特別利益   

固定資産売却益 819 842

特別利益合計 819 842

特別損失   

固定資産処分損 5,778 1,366

投資有価証券評価損 26,658 13,228

減損損失 － 90,353

その他 － 1,700

特別損失合計 32,436 106,647

税金等調整前四半期純損失（△） △346,846 △234,921

法人税等 43,866 55,087

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △390,712 △290,009

少数株主損失（△） △1,425 △1,700

四半期純損失（△） △389,286 △288,309



（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損失（△） △390,712 △290,009

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,339 △30,155

為替換算調整勘定 328 16,556

その他の包括利益合計 △8,011 △13,599

四半期包括利益 △398,724 △303,609

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △397,298 △301,388

少数株主に係る四半期包括利益 △1,425 △2,221



 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。     

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  

 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） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であり

ます。 

３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 8,911,931  3,205,827 1,011,238  13,128,998  793,123  13,922,122

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 136,193  94,909  34,035  265,138  2,231  267,369

計  9,048,125  3,300,737  1,045,273  13,394,136  795,355  14,189,491

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △212,976  134,065  22,825  △56,084  △38,167  △94,252

  
調整額 
（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  13,922,122

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △267,369  －

計  △267,369  13,922,122

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △36,511  △130,763

△36,511



 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） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であ

ります。 

３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 10,412,397  3,612,749 556,009  14,581,156  850,445  15,431,601

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 140,272  170,898  10,077  321,248  10,363  331,612

計  10,552,669  3,783,647  566,087  14,902,404  860,808  15,763,213

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △45,272  135,207  21,005  110,939  △39,712  71,227

  
調整額 
（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  15,431,601

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △331,612  －

計  △331,612  15,431,601

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △106,871  △35,644

△106,871
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