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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 11,298 27.6 611 ― 647 ― 476 △1.2
24年3月期第2四半期 8,857 △20.8 3 △99.6 7 △99.1 482 35.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 453百万円 （△3.2％） 24年3月期第2四半期 468百万円 （48.5％）

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 28.46 ―
24年3月期第2四半期 28.81 ―

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 17,032 10,719 62.5
24年3月期 16,638 10,355 61.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,643百万円 24年3月期  10,279百万円

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  ：  有  
現時点では期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
25年3月期 ― 4.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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 22,000 6.5 950 41.4 950 52.6 630 △33.6 37.60



(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）第1四半期より減価償却の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】２ページ、「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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
(2)当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開等を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営環境
の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

※  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 16,758,056 株 24年3月期 16,758,056 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,154 株 24年3月期 822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 16,757,132 株 24年3月期2Q 16,757,624 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

1

ジェコー㈱（7768）平成25年3月期　第2四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループが関係する自動車業界におきましては、震災復興需要やエコカー補助金の効果により国内自動車生産

が増加したこともあり、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高が11,298百万円（前

年同四半期比27.6％増）となりました。  

 売上高の状況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。 

 日本では客先生産台数の増加により、エアコンパネルなど表示系製品を中心に生産が増加した結果、売上高は

10,828百万円（前年同四半期比28.2％増）となりました。 

 アジアにおいても客先生産台数の増加により、売上高が1,508百万円（前年同四半期比35.9％増）となりました。 

 損益につきましては、売上高の増加および経費抑制、生産効率化にグループをあげて取り組んでまいりました結

果、営業利益611百万円（前年同四半期は３百万円）、経常利益647百万円（前年同四半期は７百万円）となりまし

た。四半期純利益につきましては、法人税等の増加などにより476百万円（前年同四半期比1.2％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２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少などがあったものの、関係会社預け金、原材

料及び貯蔵品などの増加などにより、前連結会計年度末に比べ394百万円増加し、17,032百万円となりました。負債

については支払手形及び買掛金などの減少があったものの、未払法人税等などの増加により、前連結会計年度末に比

べ29百万円増加し、6,313百万円となりました。純資産については利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ364百万円増加し、10,719百万円となりました。自己資本比率は62.5％となりました。 

    

（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８月７日に公表いたしました連結業績予想に変更はござ

いません。 

  なお、実際の業績は今後さまざま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 

（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、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。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。  

   

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 685,753 963,788

受取手形及び売掛金 3,850,767 3,167,532

有価証券 598,058 605,534

商品及び製品 330,405 227,403

仕掛品 650,198 716,874

原材料及び貯蔵品 587,619 919,059

繰延税金資産 200,264 200,584

関係会社預け金 4,914,561 5,710,714

その他 87,637 26,447

流動資産合計 11,905,266 12,537,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,255,460 1,224,238

機械装置及び運搬具（純額） 2,150,650 2,010,747

その他（純額） 611,740 600,602

有形固定資産合計 4,017,851 3,835,589

無形固定資産 74,549 73,782

投資その他の資産   

その他 640,931 585,652

投資その他の資産合計 640,931 585,652

固定資産合計 4,733,332 4,495,025

資産合計 16,638,599 17,032,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,093,003 2,968,454

未払法人税等 38,199 162,216

引当金 73,565 96,468

その他 1,700,183 1,740,183

流動負債合計 4,904,951 4,967,323

固定負債   

退職給付引当金 1,174,557 1,140,485

役員退職慰労引当金 96,196 96,553

資産除去債務 103,441 104,591

その他 4,424 4,424

固定負債合計 1,378,619 1,346,054

負債合計 6,283,570 6,313,378
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 6,431,488 6,824,623

自己株式 △201 △285

株主資本合計 10,193,250 10,586,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,250 73,286

為替換算調整勘定 △18,446 △16,368

その他の包括利益累計額合計 85,804 56,918

少数株主持分 75,974 76,364

純資産合計 10,355,028 10,719,585

負債純資産合計 16,638,599 17,032,963
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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 8,857,737 11,298,879

売上原価 8,146,991 9,927,105

売上総利益 710,745 1,371,773

販売費及び一般管理費 707,590 760,771

営業利益 3,154 611,001

営業外収益   

受取利息 6,727 6,532

為替差益 － 31,415

助成金収入 7,632 －

作業くず売却益 5,934 5,034

その他 9,828 12,447

営業外収益合計 30,122 55,431

営業外費用   

為替差損 9,652 －

固定資産廃棄損 3,289 8,100

減価償却費 5,825 4,228

その他 7,473 6,355

営業外費用合計 26,239 18,684

経常利益 7,037 647,748

特別損失   

減損損失 7,063 1,165

投資有価証券評価損 4,632 2,320

特別損失合計 11,696 3,485

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,658 644,262

法人税、住民税及び事業税 15,815 154,287

過年度法人税等 7,708 －

法人税等還付税額 △869 △10,456

法人税等調整額 △510,966 19,698

法人税等合計 △488,313 163,529

少数株主損益調整前四半期純利益 483,654 480,732

少数株主利益 808 3,811

四半期純利益 482,846 476,921
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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 483,654 480,732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,872 △30,963

為替換算調整勘定 2,297 3,463

その他の包括利益合計 △15,575 △27,500

四半期包括利益 468,079 453,232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 466,351 448,035

少数株主に係る四半期包括利益 1,727 5,196
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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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