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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,103 △25.5 41 1.4 50 ― △217 ―

23年3月期第1四半期 4,166 39.8 41 ― 2 ― 9 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △186百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △166百万円 （―％）

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1四半期 △14.67 ―

23年3月期第1四半期 0.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,224 9,632 50.1
23年3月期 20,265 10,151 50.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,632百万円 23年3月期  10,147百万円

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 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  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

第2四半期(累計) 7,800 △14.1 260 41.2 240 171.5 △120 ― △8.09

通期 17,100 0.1 550 130.9 500 ― 50 △19.8 3.07



(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を実施中です。 

※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）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1Q 17,514,297 株 23年3月期 17,514,297 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,110,925 株 23年3月期 1,255,592 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,830,913 株 23年3月期1Q 16,337,627 株
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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 

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生産拠点の被災や電力
供給の制約で生産や輸出が大幅に減少、消費マインドの低下により個人消費も低迷しました。し
かしながら、好調を維持する新興国需要にも支えられ、サプライチェーンの復旧が進むにつれて、
全体としては回復に向かっております。 
当社グループが属する自動車業界におきましては、震災影響による生産の休止で大幅な減産と

なり販売も減少しましたが、震災直後の想定を上回る速さで供給体制の立て直しが進み、６月に
は生産はほぼ回復しました。一方、電力不足や円高の長期化、原油価格の高止まりなど、事業環
境は依然として不透明な状況にあります。 
このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は3,103百万

円（前年同四半期比25.5％減）、営業利益は41百万円（前年同四半期比1.4％増）、経常利益は5
0百万円（前年同四半期の経常利益は2百万円）、四半期純損失は217百万円（前年同四半期は9百
万円の四半期純利益）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
①自動車部品 
売上高は2,984百万円（前年同四半期比25.9％減）、セグメント利益は62百万円（前年同四

半期比7.5％減）となりました。 
②住宅 
売上高は100百万円（前年同四半期比20.8％減）、セグメント損失は15百万円（前年同四半

期のセグメント損失は20百万円）となりました。 
③包装製品 
売上高は18百万円（前年同四半期比34.2％増）、セグメント損失は5百万円（前年同四半期

のセグメント損失は5百万円）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は19,224百万円（前連結会計年度末比1,041百万

円減）となりました。 
このうち流動資産は、8,122百万円（前連結会計年度末比1,041百万円減）となりました。これ

は主に現金及び預金が701百万円、受取手形及び売掛金が313百万円それぞれ減少したこと等によ
るものです。 
固定資産は、11,040百万円（前連結会計年度末比0百万円増）となりました。これは主に工

具、器具及び備品が108百万円、投資有価証券が28百万円それぞれ減少した一方、建設仮勘定が1
27百万円増加したこと等によるものです。 
 
 
(負債) 
当第１四半期連結会計期間末における負債は9,592百万円（前連結会計年度末比522百万円減）

となりました。 
このうち流動負債は6,137百万円（前連結会計年度末比313百万円減）となりました。これは主

に１年内返済予定の長期借入金が224百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が475百万円、短
期借入金が116百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 
固定負債は、3,455百万円（前連結会計年度末比209百万円減）となりました。これは主にリー

ス債務が14百万円増加した一方、長期借入金が226百万円減少したこと等によるものです。 
 

 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は9,632百万円（前連結会計年度末比518百万円

減）となりました。これは主に利益剰余金が217百万円減少し、自己株式が328百万円増加したこ
と等によるものです。 
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(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成23年６月
24日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年８月９日
付けで開示しました「業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、通期の業績予想につきましては、事業環境が依然として不透明であることを踏まえ、前

回予想を据え置くこととしております。 
 
 

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 

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 

（税金費用の計算） 

当第１四半期連結累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。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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） 

当第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。 
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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１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 3,147,046  2,445,201

  受取手形及び売掛金 3,669,075  3,355,465

  商品及び製品 808,576  645,581

  原材料及び貯蔵品 441,621  420,769

  販売用不動産 72,084  72,441

  繰延税金資産 143,029  143,029

  その他 883,001  1,040,699

  貸倒引当金 △794  △685

  流動資産合計 9,163,641  8,122,503

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,881,355  1,894,197

   機械装置及び運搬具（純額） 1,344,379  1,397,776

   工具、器具及び備品（純額） 657,659  549,485

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 119,885  114,115

   建設仮勘定 230,378  358,348

   有形固定資産合計 6,242,108  6,322,373

  無形固定資産 419,964  451,918

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,660,648  1,631,756

   繰延税金資産 799,604  811,621

   長期未収入金 2,809,518  2,799,518

   保険積立金 281,444  281,444

   その他 289,510  200,638

   貸倒引当金 △1,462,910  △1,458,383

   投資その他の資産合計 4,377,815  4,266,597

  固定資産合計 11,039,889  11,040,889

 繰延資産  

  開業費 62,374  61,423

  繰延資産合計 62,374  61,423

 資産合計 20,265,905  19,224,815
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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１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 3,233,548  2,757,772

  短期借入金 2,042,900  1,926,800

  １年内返済予定の長期借入金 461,145  685,247

  リース債務 33,829  39,914

  未払法人税等 22,788  7,164

  賞与引当金 211,584  96,226

  その他 444,349  623,932

  流動負債合計 6,450,146  6,137,055

 固定負債  

  長期借入金 1,956,387  1,729,758

  リース債務 140,093  154,401

  退職給付引当金 1,268,913  1,271,866

  長期未払金 263,197  263,389

  その他 35,924  36,082

  固定負債合計 3,664,515  3,455,498

 負債合計 10,114,662  9,592,554

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 6,681,469  6,463,946

  自己株式 △299,152  △627,512

  株主資本合計 10,246,113  9,700,231

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △21,060  △40,467

  為替換算調整勘定 △77,451  △27,502

  その他の包括利益累計額合計 △98,512  △67,969

 少数株主持分 3,642  －

 純資産合計 10,151,243  9,632,261

負債純資産合計 20,265,905  19,224,815
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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 

【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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,166,812  3,103,709

売上原価 3,477,038  2,505,743

売上総利益 689,774  597,966

販売費及び一般管理費 648,614  556,236

営業利益 41,160  41,729

営業外収益  

 受取利息 8,401  4,822

 受取配当金 16,889  16,138

 受取賃貸料 4,298  4,298

 為替差益 －  15,892

 その他 2,801  7,112

 営業外収益合計 32,390  48,263

営業外費用  

 支払利息 46,321  19,279

 支払手数料 12,248  14,079

 その他 12,182  6,184

 営業外費用合計 70,753  39,543

経常利益 2,797  50,450

特別利益  

 固定資産売却益 －  76

 退職給付制度改定益 190,907  －

 その他 7,951  －

 特別利益合計 198,858  76

特別損失  

 固定資産除却損 677  3,974

 投資有価証券評価損 142,087  －

 リファイナンス費用 －  116,558

 災害による損失 －  284,365

 その他 42,946  10,687

 特別損失合計 185,711  415,584

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

15,945  △365,057

法人税等 6,657  △147,827

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（△） 

9,287  △217,230

少数株主利益 59  292

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,227  △217,522
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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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△） 

9,287  △217,230

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △192,360  △19,406

 為替換算調整勘定 16,512  50,225

 その他の包括利益合計 △175,848  30,819

四半期包括利益 △166,561  △186,410

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △166,898  △186,979

 少数株主に係る四半期包括利益 337  568
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、実施いたしました。平

成23年５月16日に2,854千株、328,210千円の自己株式を取得いたしました。 
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