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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第3四半期 3,786 △12.6 △92 ― △124 ― △58 ―
23年12月期第3四半期 4,332 △9.1 129 △27.3 85 △31.1 △35 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △114百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 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3四半期 △4.95 ―
23年12月期第3四半期 △2.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 6,495 635 8.7
23年12月期 6,201 779 10.6
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  568百万円 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  ：  有   

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 5,100 △10.3 △60 ― △80 ― △40 ― △3.36



(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  ：  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、金融証券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「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   ：  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3Q 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3Q 516,548 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3Q 11,891,010 株 23年12月期3Q 11,993,368 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州圏での債務連鎖不安、中国経済の減速、長引く円高基調

に依る輸出産業の減速で製造業を中心に弱含みで推移しております。一方では住宅投資を中心とした個人消費、公

共投資等による政策支援を受けながら景気回復への期待もありますが、世界経済の減速が強まる懸念もあり先行き

は不透明であります。

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３四半期連結累計期間の売上高は37億８千７百万円（前年同四半期比12.6%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29億６千７百万円、アジア（中国）では５億１千３百万円、欧州では

２億７千８百万円となりました。

また、営業損失は９千３百万円（前年同期営業利益１億３千万円）となりました。これは、連結子会社の外注下

請先への貸付金に対する貸倒引当金を繰入れたこと、中国市場での自動車関連、設備関連の受注が減少したことに

よるものです。経常損失は１億２千５百万円（前年同期経常利益 ８千５百万円）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

当第３四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294百万円増加し6,495百万円

となりました。変動の主なものは、建物及び構築物の453百万円の増加、機械装置及び運搬具の83百万円の増加、

建設仮勘定の151百万円の減少であります。

負債は前連結会計年度末と比較して438百万円増加し5,860百万円となりました。変動の主なものは、長期借入金

の108百万円の増加、社債の215百万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144百万円減少し、636百万円となりました。変動の主なものは、少数株主

持分の減少の58百万円であります。

（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、欧州危機が続いていること、中国など新興市場の経済成長の鈍化など

により、主力のハイブリッドＩＣが回復せず、受注状況は回復の兆しがあるものの通期での挽回は難しい状況とな

りました。詳細につきましては本日公表しております「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。

（４）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

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23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,065,343 1,854,088

受取手形及び売掛金 1,408,441 1,327,118

商品及び製品 168,178 174,362

仕掛品 39,339 36,003

原材料及び貯蔵品 561,123 660,309

未収入金 94,973 133,203

繰延税金資産 44,696 36,728

その他 60,312 13,953

貸倒引当金 △9,000 △18,980

流動資産合計 4,433,405 4,216,784

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,154,755 1,608,099

機械装置及び運搬具 1,113,942 1,197,129

工具、器具及び備品 1,115,587 1,149,140

土地 303,693 303,693

リース資産 70,555 98,483

建設仮勘定 151,000 －

減価償却累計額 △2,724,596 △2,837,892

有形固定資産合計 1,184,936 1,518,652

無形固定資産 18,947 23,696

投資その他の資産

投資有価証券 205,903 233,471

長期貸付金 58,843 125,649

繰延税金資産 214,712 235,957

その他 115,023 206,692

貸倒引当金 △35,200 △83,480

投資その他の資産合計 559,281 718,289

固定資産合計 1,763,164 2,260,637

繰延資産 4,721 17,699

資産合計 6,201,290 6,495,120
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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３四半期連結会計期間
(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 1,019,973 1,070,671

設備関係支払手形 7,537 11,392

短期借入金 2,035,150 2,059,020

1年内償還予定の社債 120,000 145,000

リース債務 17,334 24,566

未払法人税等 10,312 5,741

受注損失引当金 3,974 2,332

賞与引当金 － 17,410

その他 106,001 85,468

流動負債合計 3,320,281 3,421,600

固定負債

社債 330,000 545,000

長期借入金 1,336,082 1,444,555

リース債務 28,009 32,640

繰延税金負債 6,556 4,355

退職給付引当金 399,908 410,503

その他 1,000 966

固定負債合計 2,101,555 2,438,019

負債合計 5,421,836 5,859,619

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 △42,554

自己株式 △169,119 △181,302

株主資本合計 702,956 631,961

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 △3,053

為替換算調整勘定 △49,686 △60,665

その他の包括利益累計額合計 △48,535 △63,718

少数株主持分 125,033 67,258

純資産合計 779,454 635,501

負債純資産合計 6,201,290 6,495,120
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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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 4,332,149 3,786,600

売上原価 3,307,166 2,918,055

売上総利益 1,024,983 868,545

販売費及び一般管理費 895,426 961,244

営業利益又は営業損失（△） 129,557 △92,699

営業外収益

受取利息 1,418 1,661

受取配当金 4,518 3,907

不動産賃貸料 5,584 3,592

為替差益 － 2,587

その他 16,187 6,510

営業外収益合計 27,707 18,257

営業外費用

支払利息 40,686 38,944

為替差損 12,132 －

その他 18,950 11,263

営業外費用合計 71,768 50,207

経常利益又は経常損失（△） 85,496 △124,649

特別利益

固定資産売却益 － 714

投資有価証券売却益 5,182 －

負ののれん発生益 3,737 22,561

特別利益合計 8,919 23,275

特別損失

固定資産除却損 3,297 1,183

投資有価証券評価損 32,096 448

貸倒損失 58,656 －

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 99,593 1,631

税金等調整前四半期純損失（△） △5,178 △103,005

法人税、住民税及び事業税 20,131 6,689

法人税等調整額 △53,271 △9,825

法人税等合計 △33,140 △3,136

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（△）

27,962 △99,869

少数株主利益又は少数株主損失（△） 63,132 △41,057

四半期純損失（△） △35,170 △58,812
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１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（△）

27,962 △99,869

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26 △10,106

為替換算調整勘定 △14,996 △4,612

その他の包括利益合計 △14,970 △14,718

四半期包括利益 12,992 △114,587

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,928 △73,997

少数株主に係る四半期包括利益 59,920 △40,590
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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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