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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 11,704 20.7 180 10.3 177 22.9 63 ―
24年3月期第2四半期 9,698 △6.5 201 △56.4 144 △62.2 △188 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △408百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △648百万円 （―％）

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 8.72 ―
24年3月期第2四半期 △25.66 ―

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 19,636 10,601 51.0
24年3月期 19,641 11,087 53.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,010百万円 24年3月期  10,473百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 9.00
25年3月期（予想） ― 10.50 19.50

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 22,600 13.1 900 143.0 980 142.4 700 ― 96.15



(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４ページ「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の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) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料４ページ「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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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。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   ：  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 7,739,548 株 24年3月期 7,739,548 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 494,391 株 24年3月期 459,142 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,245,244 株 24年3月期2Q 7,345,437 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要により内需関連が堅調に推

移し、エコカー補助金等の政策効果もあって回復の動きが見られたものの、欧州周縁国の債務問題がドイ

ツなど中核国に波及し、中国など新興国をはじめ世界経済の減速が長期化していることで、輸出産業を中

心に企業収益や企業マインドに大きな影響を与える状況となりました。 

 今後におきましても、消費税増税法案の衆議院可決や電気料金の値上げによる消費者の節約志向、一方

で、中国の反日デモによる日本経済への影響など先行きに懸念材料が残る状況となっております。 

 当社を取り巻く業界では、エコカー補助金を背景に自動車関連が堅調に推移したものの、デジタル家

電、ＡＶ関連では、市場環境及び消費マインドの低迷により、大手家電メーカーの業績不振が続き、全般

に厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、震災の影響により大幅に落ち込んだ前年同期と

比較して国内、海外ともに受注が増加したものの伸び悩み、当第２四半期連結累計期間における業績は、

売上高は１１７億４百万円と前年同四半期と比べ２０億６百万円(２０．７％)の増収、営業利益は１億８

千万円と前年同四半期と比べ２千万円(１０．３％)の減益、経常利益は１億７千７百万円と前年同四半期

と比べ３千３百万円(２２．９％)の増益、四半期純利益は６千３百万円(前年同四半期は純損失１億８千

８百万円)となりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①プラスチック成形事業 

当セグメントにおきましては、主力製品でありますデジタルカメラ、カーエアコン等の自動車関連部

品に加え、電子ペンの受注を順調に確保し、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて９７億５千３

百万円と前年同四半期と比べ１６億６千９百万円(２０．７％)の増収となりましたが、セグメント利益

(営業利益)は８千３百万円と前年同四半期と比べ５千３百万円(３９．１％)の減益となりました。 

②精密プレス部品事業 

当セグメントにおきましては、第１四半期に引き続き、好調な一眼レフデジタルカメラの製品群の増

加及び生産数量の増加を背景に受注を伸ばし、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて１９億９千

２百万円と前年同四半期と比べ２億４百万円(１１．４％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は

７千６百万円と前年同四半期と比べ１千３百万円(２２．０％)の増益となりました。 

③プリント基板事業 

当セグメントにおきましては、プリント配線板設計において得意先の受注を安定的に確保し、また、

内製化の向上により、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて１億４千８百万円と前年同四半期と

比べ２千５百万円(２０．３％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は２千万円(前年同四半期は

営業利益１百万円)となりました。 
  

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億７千

２百万円減少し、１１２億４千５百万円となりました。現金及び預金が１億８千７百万円、受取手形及び

売掛金が８千万円それぞれ減少し、商品及び製品が１億円増加したことなどが主な要因です。 

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億６千７百万円増加し、８３億９千１百万円とな

りました。有形固定資産が２億３千６百万円、投資有価証券が３千８百万円それぞれ増加したことなどが

主な要因です。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、１９６億３千６百万円と

なりました。 

また、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１千５百万円増加し、６９億３百万円となり

ました。短期借入金が１億２千８百万円、１年内返済予定の長期借入金が６千７百万円それぞれ増加し、

支払手形及び買掛金が２億５千５百万円減少したことなどが主な要因です。 

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億６千５百万円増加し、２１億３千１百万円とな

りました。長期借入金が４億８千４百万円増加したことなどが主な要因です。この結果、負債の部は、前

連結会計年度末に比べ４億８千１百万円増加し、９０億３千５百万円となりました。 

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
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純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億８千６百万円減少し、１０６億１百万円となりま

した。その他有価証券評価差額金が２千１百万円、為替換算調整勘定が４億２千６百万円それぞれ減少し

たことなどによります。 

(キャッシュフローの状況の分析) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、２０億３千４百万円となり、前年同四半期

と比べ２千５百万円(１．２％)減少いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

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・フローにつきましては、税金等調整前

四半期純利益１億８千万円、非資金費用である減価償却費６億６千１百万円、法人税等の還付額１千６百

万円及び売上債権の増加１億６百万円、たな卸資産の増加１億８千９百万円、仕入債務の減少１億３千４

百万円、法人税等の支払額１億１千６百万円などにより、営業活動全体として２億６千８百万円の収入と

なり、前年同四半期と比べ２百万円(１．０％)の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産

の取得による支出８億９千３百万円、投資有価証券の取得による支出６千１百万円などにより、投資活動

全体として８億８千９百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が４億２千８百万円(９３．２％)の

増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の

純収入額１億３千１百万円、長期借入金による収入１１億円及び長期借入金の返済による支出５億３千９

百万円などにより、財務活動全体として６億２百万円の収入(前年同四半期は５千７百万円の支出)となり

ました。 
  

平成２５年３月期の連結業績予想(通期)及び配当予想(期末)につきましては、平成２４年５月１１日に

て公表いたしました「決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容より変更はありませんが、実際の業績は今後

の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生

じた場合には速やかに開示する予定であります。 

（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。 
  

 海外連結子会社の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する方法を採用しております。 

  

(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) 

 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日以降

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。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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
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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 2,531,744 2,344,432

受取手形及び売掛金 5,464,936 5,384,454

商品及び製品 611,408 712,358

仕掛品 868,691 874,518

原材料及び貯蔵品 1,454,825 1,445,336

未収入金 261,539 192,926

繰延税金資産 36,928 32,904

その他 287,981 258,900

貸倒引当金 △615 △678

流動資産合計 11,517,441 11,245,152

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,294,463 2,180,178

機械装置及び運搬具（純額） 3,059,732 3,039,681

土地 1,298,379 1,298,379

建設仮勘定 221,565 566,479

その他（純額） 729,759 756,009

有形固定資産合計 7,603,900 7,840,728

無形固定資産 222,990 214,372

投資その他の資産

投資有価証券 241,052 279,556

繰延税金資産 700 2,203

その他 75,243 74,149

貸倒引当金 △19,460 △19,460

投資その他の資産合計 297,536 336,449

固定資産合計 8,124,427 8,391,550

資産合計 19,641,869 19,636,702
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,636,556 3,380,917

短期借入金 1,191,174 1,319,781

1年内返済予定の長期借入金 885,995 953,853

未払法人税等 83,452 56,163

賞与引当金 130,969 142,706

その他 960,256 1,050,129

流動負債合計 6,888,405 6,903,551

固定負債

長期借入金 1,263,686 1,748,441

繰延税金負債 515 170

退職給付引当金 219,096 212,128

役員退職慰労引当金 173,076 164,234

その他 9,517 6,793

固定負債合計 1,665,892 2,131,767

負債合計 8,554,298 9,035,318

純資産の部

株主資本

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,235,713 2,235,713

利益剰余金 8,738,190 8,743,161

自己株式 △330,034 △349,473

株主資本合計 12,832,828 12,818,361

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,481 △16,967

為替換算調整勘定 △2,363,725 △2,790,550

その他の包括利益累計額合計 △2,359,244 △2,807,517

少数株主持分 613,986 590,540

純資産合計 11,087,570 10,601,383

負債純資産合計 19,641,869 19,636,702
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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 9,698,197 11,704,981

売上原価 8,148,408 9,964,975

売上総利益 1,549,789 1,740,006

販売費及び一般管理費 1,348,667 1,559,695

営業利益 201,121 180,311

営業外収益

受取利息 12,160 5,540

受取配当金 2,751 2,807

負ののれん償却額 28,182 －

その他 36,456 50,449

営業外収益合計 79,551 58,797

営業外費用

支払利息 13,935 13,446

為替差損 121,907 47,403

その他 － 303

営業外費用合計 135,842 61,153

経常利益 144,829 177,955

特別利益

固定資産売却益 204 2,188

特別利益合計 204 2,188

特別損失

固定資産売却損 3,127 －

固定資産除却損 85 46

投資有価証券評価損 373 －

ゴルフ会員権評価損 1,062 －

特別損失合計 4,648 46

税金等調整前四半期純利益 140,385 180,097

法人税等 302,340 105,263

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△161,954 74,833

少数株主利益 26,546 11,619

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188,501 63,214
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△161,954 74,833

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,491 △21,448

為替換算調整勘定 △471,351 △461,890

その他の包括利益合計 △486,843 △483,338

四半期包括利益 △648,797 △408,505

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △645,303 △385,059

少数株主に係る四半期包括利益 △3,494 △23,446
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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)

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 140,385 180,097

減価償却費 628,166 661,082

のれん償却額 3,760 －

負ののれん償却額 △28,182 －

有形固定資産除却損 85 46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44 63

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,930 14,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,530 △3,155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,189 △8,842

受取利息及び受取配当金 △14,912 △8,347

支払利息 13,935 13,446

投資有価証券評価損益（△は益） 373 －

ゴルフ会員権評価損 1,062 －

有形固定資産売却損益（△は益） 2,922 △2,188

売上債権の増減額（△は増加） △446,478 △106,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,970 △189,501

仕入債務の増減額（△は減少） △128,815 △134,722

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,536 △40,119

その他 113,304 △4,530

小計 272,540 371,019

利息及び配当金の受取額 15,297 8,200

利息の支払額 △13,480 △11,329

法人税等の支払額 △97,613 △116,133

法人税等の還付額 94,508 16,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 271,252 268,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △289,414 △222,286

定期預金の払戻による収入 251,701 291,425

有形固定資産の取得による支出 △465,883 △893,903

有形固定資産の売却による収入 3,332 1,663

無形固定資産の取得による支出 △8,312 △9,822

投資有価証券の取得による支出 △721 △61,660

投資有価証券の償還による収入 50,000 5,090

その他 △1,078 134

投資活動によるキャッシュ・フロー △460,377 △889,359
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(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)

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） 300,282 131,588

長期借入れによる収入 200,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △493,746 △539,514

自己株式の取得による支出 △23 △19,438

配当金の支払額 △43,802 △58,349

少数株主への配当金の支払額 △14,479 △6,839

その他 △5,434 △4,653

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,202 602,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △178,780 △100,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425,106 △118,173

現金及び現金同等物の期首残高 2,485,225 2,153,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,060,118 2,034,903
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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） 

該当事項はありません。 

  

  
Ⅰ 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) 
  

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 

（単位：千円） 

 
(注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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) 

  

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 

(単位：千円) 

 
(注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

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） 

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）セグメント情報等

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック 
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,845,759 1,734,323 118,113 9,698,197 ― 9,698,197

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

237,756 54,323 5,557 297,636 △297,636 ―

計 8,083,516 1,788,646 123,670 9,995,833 △297,636 9,698,197

セグメント利益 136,593 62,947 1,580 201,121 ― 201,121

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック 
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,699,549 1,862,712 142,720 11,704,981 ― 11,704,981

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

53,706 130,183 6,000 189,890 △189,890 ―

計 9,753,255 1,992,895 148,720 11,894,871 △189,890 11,704,981

セグメント利益 83,120 76,821 20,368 180,311 ― 180,311

（６）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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