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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 1,403 22.4 42 172.0 52 243.8 38 207.7
24年3月期第1四半期 1,147 △12.5 15 △71.0 15 △74.7 12 △86.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 34百万円 （201.7％） 24年3月期第1四半期 11百万円 （△87.5％）

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1四半期 0.27 ―
24年3月期第1四半期 0.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 11,863 8,867 74.8
24年3月期 11,573 8,902 76.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,867百万円 24年3月期  8,902百万円

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 ― 0.50 0.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.50 0.50

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,676 6.6 86 120.1 86 104.1 76 109.5 0.55
通期 5,500 4.1 220 40.0 220 33.9 200 △6.5 1.44



(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  

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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。 

※  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1Q 143,611,765 株 24年3月期 143,611,765 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,461,389 株 24年3月期 4,461,389 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 139,150,376 株 24年3月期1Q 139,150,441 株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による復興需要により緩やかに回

復の兆しが見られたものの、欧州債務危機問題、中国及び新興国の経済成長の鈍化、長期にわたる円高

や電力不足等により依然として景気先行きに不確実性を有しております。 

このような状況のもと、当社グループでは、米国における堅調な自動車需要、エコカー補助金等によ

る政策効果等、主要取引先である自動車業界の影響等により当第１四半期連結累計期間は相対的に売上

が好調に推移いたしました。 

その結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は1,403百万円（前年同四半期比22.4%増）、営業利益

は42百万円（前年同四半期比172.0％増）、経常利益は52百万円（前年同四半期比243.8％増）、四半期

純利益は38百万円（前年同四半期比207.7％増）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） 

主要取引先である自動車業界における需要の回復の影響をうけ、金属製品事業においても受注の大幅

な改善により、堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高は851百万円（前年同四半期比31.6％増）、営業利益は56百万円（前年同四半期比

114.3％増）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も、復興需要等を取り込むことができ、売上については堅調に推移した

ものの、採算性の高い製品のセールスミックスの低下等により営業利益は減少いたしました。 

その結果、売上高は492百万円（前年同四半期比11.6％増）、営業利益は15百万円（前年同四半期比

8.3%減）となりました。  

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、既存物件の稼働率向上のための施策を遂行することで、稼動率の向上を

目指しております。 

その結果、売上高は56百万円（前年同四半期比0.1％減）、営業利益は28百万円（前年同四半期比

10.3％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、安全性の高い資産に投資対象を限定することに

より運用リスクを低減させ、一定の投資枠の範囲内で資金を運用しております。 

その結果、売上高は4百万円（前年同四半期比41.0％増）、営業利益は2百万円（前年同四半期比

57.7％増）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6.0％増加し、5,137百万円となりました。これは、現金及び

預金185百万円、受取手形及び売掛金130百万円がそれぞれ増加したこと及びたな卸資産が46百万円減少

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概ね横ばいの6,725百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.9%増加し、1,223百万円となりました。これは、短期借入

金21百万円、賞与引当金27百万円それぞれ増加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15.2％増加し、1,772百万円となりました。これは、長期借

入金が185百万円増加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0.4％減少し、8,867百万円となりました。これは、利益剰余金

が31百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 連結業績予想につきましては、「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結

累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期累計期間により、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ104千円増加しております。  

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の概要

（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,775,701 1,961,360

受取手形及び売掛金 1,680,894 1,811,485

商品及び製品 436,384 428,070

仕掛品 163,802 150,343

原材料及び貯蔵品 420,832 396,549

その他 367,588 390,539

貸倒引当金 － △809

流動資産合計 4,845,203 5,137,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,352,506 1,335,265

土地 4,430,861 4,430,861

その他（純額） 642,198 640,587

有形固定資産合計 6,425,566 6,406,714

無形固定資産   

その他 52,883 83,558

無形固定資産合計 52,883 83,558

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,829,045 1,831,112

その他 300,170 285,562

貸倒引当金 △1,879,045 △1,881,112

投資その他の資産合計 250,170 235,562

固定資産合計 6,728,620 6,725,835

資産合計 11,573,824 11,863,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 477,314 478,820

短期借入金 368,640 389,640

未払法人税等 19,322 12,964

賞与引当金 40,094 67,419

環境対策引当金 3,800 3,680

その他 224,103 270,605

流動負債合計 1,133,275 1,223,130

固定負債   

長期借入金 84,450 270,340

退職給付引当金 323,613 335,270

環境対策引当金 31,656 31,036

その他 1,098,102 1,135,657

固定負債合計 1,537,822 1,772,304

負債合計 2,671,097 2,995,434
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 846,302 814,878

自己株式 △131,719 △131,719

株主資本合計 7,497,041 7,465,618

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △942 △4,305

土地再評価差額金 1,406,627 1,406,627

その他の包括利益累計額合計 1,405,684 1,402,321

純資産合計 8,902,726 8,867,940

負債純資産合計 11,573,824 11,863,375
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,147,474 1,403,978

売上原価 930,343 1,141,707

売上総利益 217,130 262,271

販売費及び一般管理費 201,392 219,460

営業利益 15,738 42,811

営業外収益   

受取利息 1,007 875

受取配当金 159 183

受取手数料 － 6,732

その他 5,057 7,421

営業外収益合計 6,224 15,212

営業外費用   

支払利息 5,034 4,029

その他 1,692 1,618

営業外費用合計 6,726 5,647

経常利益 15,235 52,376

特別利益   

固定資産売却益 － 59

特別利益合計 － 59

特別損失   

固定資産売却損 － 425

固定資産除却損 － 859

営業所閉鎖損失 － 2,100

特別損失合計 － 3,384

税金等調整前四半期純利益 15,235 49,051

法人税、住民税及び事業税 2,837 10,899

法人税等合計 2,837 10,899

少数株主損益調整前四半期純利益 12,398 38,152

四半期純利益 12,398 38,152
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 12,398 38,152

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △867 △3,363

その他の包括利益合計 △867 △3,363

四半期包括利益 11,531 34,789

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,531 34,789

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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