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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 3,608 △33.7 △219 ― △200 ― 373 159.0
23年3月期第1四半期 5,440 45.2 421 ― 442 ― 144 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 379百万円 （209.3％） 23年3月期第1四半期 122百万円 （―％）

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 22.29 ―

23年3月期第1四半期 8.35 ―

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 15,335 9,834 63.6
23年3月期 15,832 9,571 60.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,752百万円 23年3月期  9,493百万円

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  

現時点では配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.00 7.00

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) 9,000 △19.6 10 △98.8 20 △97.5 400 12.0 23.87
通期 20,000 △6.5 730 △46.5 750 △42.3 800 108.2 47.74



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）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およ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。 
（2）当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、業績及び将来の事業展開等を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営環
境の先行きが依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

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 16,758,056 株 23年3月期 16,758,056 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 605 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,757,753 株 23年3月期1Q 17,283,827 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループの関係する自動車業界におきましては、東日本大震災の影響による消費マインドの落込み、サプラ

イチェーンの回復遅れによる自動車メーカーの生産調整等により、国内自動車販売台数は大幅な減少となりまし

た。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高は3,608百万円

（前年同四半期比33.7％減）となりました。 

 売上高の状況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。 

 日本では客先生産台数の減少により、エアコンパネルなど表示系製品の生産が減少した結果、売上高は3,327百

万円（前年同四半期比35.2％減）となりました。 

 アジアでは客先生産台数は堅調に推移し、売上高が663百万円（前年同四半期比2.6％増）となりました。 

 損益につきましては、経費抑制、生産効率化にグループをあげて取り組んでまいりましたが、売上の減少による

操業度損発生の影響をカバーできず、営業損失２億１千９百万円（前年同四半期は営業利益４億２千１百万円）、

経常損失２億円（前年同四半期は経常利益４億４千２百万円）となりました。四半期純利益につきましては繰延税

金資産を計上したことなどにより、３億７千３百万円（前年同四半期比159.0％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は繰延税金資産の計上があったものの、受取手形及び売掛金や関係会社預

け金などの減少により、前連結会計年度末に比べ497百万円減少し、15,335百万円となりました。負債については

未払費用の増加などがあったものの、仕入債務や未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ759百

万円減少し、5,501百万円となりました。純資産については利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ262百万円増加し、9,834百万円となりました。自己資本比率は63.6％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 電力供給問題や円高の進行など不安定要素があるものの、サプライチェーンの復旧に伴い、自動車メーカーの生

産活動も持ち直しが期待されております。このような状況を踏まえ、平成23年５月13日の決算発表時に未定として

おりました第２四半期並びに通期の業績予想を策定いたしました。詳細は本日公表の「業績予想に関するお知ら

せ」をご覧ください。  

  

  

（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 

 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。 

  

  

１．当四半期決算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
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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 805,996 634,216

受取手形及び売掛金 2,890,770 2,555,399

有価証券 644,382 527,009

商品及び製品 231,845 221,105

仕掛品 671,632 630,990

原材料及び貯蔵品 641,479 648,703

繰延税金資産 － 222,179

関係会社預け金 5,043,822 4,734,290

その他 19,992 73,023

流動資産合計 10,949,922 10,246,919

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,372,467 1,345,557

機械装置及び運搬具（純額） 2,251,568 2,234,840

その他（純額） 706,798 750,365

有形固定資産合計 4,330,835 4,330,764

無形固定資産 95,776 87,566

投資その他の資産   

その他 515,572 729,276

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 456,345 670,049

固定資産合計 4,882,957 5,088,379

資産合計 15,832,879 15,335,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,645,779 2,139,446

未払法人税等 389,612 12,428

引当金 86,606 66,939

その他 1,712,232 1,928,765

流動負債合計 4,834,229 4,147,578

固定負債   

退職給付引当金 1,162,496 1,166,962

役員退職慰労引当金 91,344 80,236

資産除去債務 101,248 101,811

その他 71,618 4,589

固定負債合計 1,426,707 1,353,601

負債合計 6,260,936 5,501,179
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 5,666,666 5,923,037

自己株式 － △152

株主資本合計 9,428,630 9,684,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 83,650 82,747

為替換算調整勘定 △18,691 △15,155

その他の包括利益累計額合計 64,959 67,592

少数株主持分 78,353 81,677

純資産合計 9,571,943 9,834,118

負債純資産合計 15,832,879 15,335,298
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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 5,440,671 3,608,042

売上原価 4,658,060 3,473,479

売上総利益 782,611 134,563

販売費及び一般管理費 361,140 353,583

営業利益又は営業損失（△） 421,470 △219,019

営業外収益   

受取利息 5,256 2,997

受取配当金 2,542 2,458

助成金収入 － 7,632

作業くず売却益 3,430 2,319

為替差益 15,803 10,083

その他 2,724 2,680

営業外収益合計 29,757 28,172

営業外費用   

固定資産廃棄損 62 1,152

減価償却費 5,546 3,635

租税公課 2,042 2,027

その他 1,033 2,628

営業外費用合計 8,685 9,443

経常利益又は経常損失（△） 442,542 △200,291

特別損失   

減損損失 1,272 4,459

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 92,929 －

特別損失合計 94,201 4,459

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（△）

348,340 △204,750

法人税、住民税及び事業税 164,120 7,346

法人税等還付税額 － △869

法人税等調整額 36,258 △585,871

法人税等合計 200,378 △579,395

少数株主損益調整前四半期純利益 147,961 374,644

少数株主利益 3,706 1,074

四半期純利益 144,254 373,569
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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 147,961 374,644

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,364 △903

為替換算調整勘定 1,135 5,893

その他の包括利益合計 △25,228 4,989

四半期包括利益 122,732 379,634

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 118,571 376,202

少数株主に係る四半期包括利益 4,161 3,432
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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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