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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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3月期第2四半期 2,510 △6.4 39 △61.0 42 △63.3 36 △70.5
23年3月期第2四半期 2,681 22.0 101 ― 115 ― 123 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 22百万円 （△81.5％） 23年3月期第2四半期 124百万円 （―％）

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3月期第2四半期 0.26 ―
23年3月期第2四半期 0.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 11,417 8,602 75.3
23年3月期 11,513 8,649 75.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,602百万円 23年3月期  8,649百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.50 0.50
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.50 0.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 5,200 △4.4 130 △22.8 130 △33.5 100 △38.8 0.72



(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、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、四半期
決算短信（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。 

4.  その他

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3月期2Q 143,611,765 株 23年3月期 143,611,765 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 4,461,389 株 23年3月期 4,461,324 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 139,150,419 株 23年3月期2Q 139,150,442 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、東日本大震災の影響による厳しい状況の中、サプ

ライチェーンの立て直し等により、持ち直しの動きが続いておりましたが、そのペースは緩やかになっ

てきており、先行きについても欧州の金融不安を背景とする急速な円高の進行や国内経済の下振れリス

ク懸念等により、不透明感が強まっております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、主要取引先である自動車業界の復調に伴い、受

注高の回復に注力するとともに、厳しい環境下で引き続き更なるコスト削減に取り組み、経営効率の改

善に努めました。 

その結果、当第２四半期の連結業績は、売上高は2,510百万円（前年同四半期比6.4％減）、営業利益

は39百万円（前年同四半期比61.0％減）、経常利益は42百万円（前年同四半期比63.3％減）、四半期純

利益は36百万円（前年同四半期比70.5％減）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

（金属製品事業） 

主要顧客である自動車メーカーにおいては、震災の影響が大きく、生産は持ち直してきているもの

の、完全回復には至っておらず、金属製品事業においても厳しい状況が続いております。 

その結果、売上高は1,460百万円（前年同四半期比11.4％減）、営業利益は71百万円（前年同四半期

比51.4％減）となりました。 

（電線・ケーブル事業） 

電線・ケーブル事業においては、震災による落ち込みをカバーすべく、受注・売上の確保に努めたこ

とにより、売上高については堅調に推移いたしましたが、銅等の原材料価格の高騰もあり、利益面につ

いては厳しい状況となりました。 

その結果、売上高は929百万円（前年同四半期比1.3％増）、営業利益は25百万円（前年同四半期比

35.8％減）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業においては、賃貸不動産市場における需給バランス悪化による空室率の上昇や賃料下落等

による収益性の悪化リスクを回避すべく、既存物件のメンテナンスと稼働率の向上に努めております。

その結果、売上高は112百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業利益は60百万円（前年同四半期比

14.1％減）となりました。 

（その他） 

Y'sアセットマネジメント（投資事業）においては、資金運用の適正化に努め、更なる投資効率の向

上を目指しております。 

その結果、売上高は7百万円（前年同四半期比209.8％増）、営業利益は4百万円（前年同四半期は営

業損失0.8百万円）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
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.2％減少し、4,600百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が136百万円、現金及び預金が119百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.6％増加し、6,816百万円となりました。これは、土地が

147百万円増加したこと等によるものであります。  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.1％減少し、1,115百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が43百万円減少したこと等によるものであります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、1,698百万円となりました。これは、長期借入

金が59百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、8,602百万円となりました。これは、利益剰余金

が33百万円減少したこと等によるものであります。 

  

平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成23年10月28日に上方修正の予想

を公表しておりますが、通期の業績予想に関しては変更しておりません。 

詳細につきましては、平成23年10月28日公表の「業績予想の修正（上方）に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)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
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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３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,859,497 1,739,968

受取手形及び売掛金 1,662,685 1,526,610

商品及び製品 499,201 440,433

仕掛品 193,908 151,498

原材料及び貯蔵品 458,502 467,298

その他 131,324 275,145

流動資産合計 4,805,120 4,600,955

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,385,608 1,390,106

土地 4,283,543 4,430,861

その他（純額） 680,234 660,304

有形固定資産合計 6,349,387 6,481,272

無形固定資産

その他 77,621 64,546

無形固定資産合計 77,621 64,546

投資その他の資産

破産更生債権等 1,829,795 1,829,045

その他 333,498 320,765

貸倒引当金 △1,881,545 △1,879,045

投資その他の資産合計 281,748 270,765

固定資産合計 6,708,757 6,816,584

資産合計 11,513,877 11,417,540

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 521,105 478,030

短期借入金 364,297 402,862

未払法人税等 20,353 14,899

賞与引当金 46,215 28,963

環境対策引当金 3,560 2,820

その他 184,262 188,410

流動負債合計 1,139,794 1,115,985

固定負債

長期借入金 174,224 115,043

退職給付引当金 286,773 304,355

環境対策引当金 27,825 26,935

その他 1,235,709 1,252,256

固定負債合計 1,724,532 1,698,590
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債合計 2,864,327 2,814,576

純資産の部

株主資本

資本金 3,900,400 3,900,400

資本剰余金 2,882,058 2,882,058

利益剰余金 701,913 668,810

自己株式 △131,718 △131,719

株主資本合計 7,352,653 7,319,550

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 294 △13,188

土地再評価差額金 1,296,602 1,296,602

その他の包括利益累計額合計 1,296,897 1,283,413

純資産合計 8,649,550 8,602,964

負債純資産合計 11,513,877 11,417,540
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第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)

売上高 2,681,935 2,510,884

売上原価 2,138,794 2,068,404

売上総利益 543,141 442,480

販売費及び一般管理費 442,077 403,076

営業利益 101,063 39,403

営業外収益

受取利息 4,889 1,895

受取配当金 160 159

助成金収入 10,952 －

その他 8,625 14,286

営業外収益合計 24,627 16,341

営業外費用

支払利息 7,728 10,142

その他 2,704 3,258

営業外費用合計 10,433 13,400

経常利益 115,258 42,344

特別利益

固定資産売却益 13,854 －

退職給付引当金戻入額 35,739 －

特別利益合計 49,594 －

特別損失

固定資産除却損 2,084 419

固定資産売却損 128 －

出資金評価損 30,166 －

その他 3,612 －

特別損失合計 35,992 419

税金等調整前四半期純利益 128,860 41,924

法人税、住民税及び事業税 5,081 5,451

法人税等合計 5,081 5,451

少数株主損益調整前四半期純利益 123,779 36,472

四半期純利益 123,779 36,472
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 123,779 36,472

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 335 △13,483

その他の包括利益合計 335 △13,483

四半期包括利益 124,115 22,989

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,115 22,989

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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