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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 10,847 △3.7 △335 ― △374 ― △342 ―

24年3月期第3四半期 11,266 △31.2 △180 ― △452 ― △595 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △319百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △785百万円 （―％）

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3四半期 △21.60 ―

24年3月期第3四半期 △37.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 17,101 2,191 10.8
24年3月期 16,616 2,486 13.0

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,850百万円 24年3月期  2,152百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―

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  ：  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 14,400 △5.5 △480 ― △570 ― △530 ― △33.39



(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「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）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「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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な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って大きく異なる可能性があります。 

※  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3Q 17,014,000 株 24年3月期 17,014,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,140,514 株 24年3月期 1,139,814 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,873,704 株 24年3月期3Q 16,072,999 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、欧州債務危機の長期化に加え新興国経済の減速等厳しい状

況が続いているものの、東日本大震災の復興需要や年末にかけての円安により明るい材料もみえてまいりまし

た。 

 このような状況の下、当社グループは、売上高の確保に注力するとともに、経費の徹底的な削減を強力に推進

いたしました。 

当第３四半期連結累計期間においては、売上を予定しておりました自動車部品及び自動車部品用コンテナ等が

お客様の生産調整により大幅に落ち込んでおります。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は108億47百万円（前年同四半期比3.7％減）となりまし

た。損益面では、営業損失３億35百万円（前年同四半期は１億80百万円の損失）、経常損失３億74百万円（前年

同四半期は４億52百万円の損失）、四半期純損失３億42百万円（前年同四半期は５億95百万円の損失）となりま

した。 

  

セグメントごとの状況は、以下のとおりであります。 

日本成形関連事業 

薄型ＴＶ部品より自動車部品・産業資材中心に業態切替中であります。自動車部品関係はお客様の生産調整

等の影響を受け厳しい状況が続いております。産業資材は復興需要の取込みを積極的に進めております。 

売上高は90億58百万円（前年同四半期比2.9％減）、セグメント損失３億93百万円（前年同四半期は３億63

百万円の損失）となりました。 

中国成形関連事業 

中国国内では、価格競争の激化により、売上高は微増に留まりました。 

売上高は３億23百万円（前年同四半期比5.3％増）、セグメント損失64百万円（前年同四半期は72百万円の

損失）となりました。 

ポーランド成形関連事業 

薄型ＴＶ部品は数量的には好調に推移いたしましたが、製品価格の下落に伴い売上高は減少傾向となってお

ります。 

売上高は12億10百万円（前年同四半期比14.0％減）、セグメント損失71百万円（前年同四半期は89百万円の

利益）となりました。 

不動産関連事業 

当第３四半期連結累計期間より三重県所在の１物件を加え、国内４拠点となっております。売上高は２億54

百万円（前年同四半期比12.7％増）、セグメント利益１億92百万円（前年同四半期は１億67百万円）となり

ました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、171億１百万円（前連結会計年度末比４億85百万円増）となりまし

た。 

 流動資産は、現金及び預金が28億14百万円（前連結会計年度末比５億12百万円増）となった一方、受取手形及

び売掛金が30億72百万円（前連結会計年度末比５億89百万円減）となったこと等により、74億52百万円（前連結

会計年度末比６百万円減）となりました。 

 固定資産は、不動産関連事業投資、生産設備投資、及び減価償却実施等により、96億49百万円（前連結会計年

度末比４億91百万円増）となりました。 

②負債 

 負債合計は、149億９百万円（前連結会計年度末比７億79百万円増）となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が35億23百万円（前連結会計年度末比16百万円増）、借入金30億95百万円

（前連結会計年度末比４億95百万円減）等により、79億28百万円（前連結会計年度末比６億34百万円減）となり

ました。 

 固定負債は、借入金59億42百万円（前連結会計年度末比15億27百万円増）等により69億81百万円（前連結会計

年度末比14億13百万円増）となりました。 

③純資産 

 純資産合計は、四半期純損失の計上及び為替換算調整勘定の変動等により、21億91百万円（前連結会計年度末

比２億94百万円減）となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績につきましては、平成24年11月９日に公表いたしました業績予想を修正しておりま

す。本日（平成25年２月８日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

（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 

 税金費用については、当第３四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。  

  ただし、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は、法定実効税

率を使用する方法によっております。   

   

（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。 

 これによる当第３四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に与える影響は軽

微であります。   

   

   

当第３四半期連結会計期間において当年度の業績の見直しを行った結果、当期において単体の営業損益に関する

財務制限条項に抵触する可能性がありますが、今後とも取引金融機関より継続的な支援が得られるような良好な関

係を築き、資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいりますとともに、関係会社より財務面での継続的な支援を得

ることとしておりますため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,301 2,814

受取手形及び売掛金 3,662 3,072

製品 251 405

原材料 508 549

仕掛品 84 61

その他 651 548

流動資産合計 7,459 7,452

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,641 3,945

土地 2,376 2,684

その他（純額） 2,088 1,965

有形固定資産合計 8,106 8,595

無形固定資産 28 23

投資その他の資産   

その他 1,049 1,058

貸倒引当金 △28 △27

投資その他の資産合計 1,021 1,030

固定資産合計 9,157 9,649

資産合計 16,616 17,101

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,506 3,523

短期借入金 858 880

1年内返済予定の長期借入金 2,733 2,215

未払法人税等 － 14

賞与引当金 50 39

その他 1,414 1,253

流動負債合計 8,562 7,928

固定負債   

長期借入金 4,415 5,942

資産除去債務 42 42

その他 1,110 996

固定負債合計 5,568 6,981

負債合計 14,130 14,909
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 746 403

自己株式 △116 △116

株主資本合計 2,736 2,393

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2 19

為替換算調整勘定 △580 △562

その他の包括利益累計額合計 △583 △543

新株予約権 26 52

少数株主持分 306 289

純資産合計 2,486 2,191

負債純資産合計 16,616 17,101
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 11,266 10,847

売上原価 9,789 9,628

売上総利益 1,477 1,218

販売費及び一般管理費 1,657 1,554

営業損失（△） △180 △335

営業外収益   

受取利息 7 10

受取配当金 13 4

持分法による投資利益 － 5

為替差益 － 64

助成金収入 26 4

その他 64 44

営業外収益合計 112 132

営業外費用   

支払利息 162 147

持分法による投資損失 6 －

為替差損 198 －

その他 18 23

営業外費用合計 385 170

経常損失（△） △452 △374

特別利益   

固定資産売却益 0 33

投資有価証券売却益 2 40

特別利益合計 2 73

特別損失   

固定資産除却損 86 0

投資有価証券売却損 3 8

投資有価証券評価損 － 32

災害損失 16 －

特別損失合計 106 41

税金等調整前四半期純損失（△） △556 △341

法人税等 61 33

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △617 △375

少数株主損失（△） △22 △32

四半期純損失（△） △595 △342
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △617 △375

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 22

為替換算調整勘定 △112 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △18 △0

その他の包括利益合計 △167 55

四半期包括利益 △785 △319

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △724 △302

少数株主に係る四半期包括利益 △60 △17
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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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