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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 4,978 △15.8 252 △62.8 222 △64.4 149 △64.2
23年3月期第2四半期 5,911 8.4 680 50.0 625 45.7 416 78.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △524百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △377百万円 （―％）

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 12.01 ―
23年3月期第2四半期 33.18 ―

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 29,226 26,475 90.6
23年3月期 30,017 27,105 90.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  26,475百万円 23年3月期  27,105百万円

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  ：  有  
期末配当については未定であります。 

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ― 7.00
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、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 10,200 △10.4 420 △48.4 440 △51.4 180 △49.8 14.51



(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2ページをご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
業績予測等は、現時点で入手可能な情報および合理的と判断した前提に基づいて作成しておりますが、将来の予測であり、リスクや不確定要素を含んでおりま
す。したがいまして、実際の業績は業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた結果となる可能性があります。 

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2Q 13,079,525 株 23年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 674,200 株 23年3月期 674,029 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,405,435 株 23年3月期2Q 12,543,160 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、東日本大震災発生によるサプライチェーン寸断の影響

で生産活動が低下しましたが、その後の復旧に伴い景気持ち直しの動きが見られました。一方、世界経済は、

アジア中心とする新興国の経済成長に支えられて緩やかな成長を続けてきたものの、欧州の金融不安や米国

経済の回復鈍化、さらには新興国におけるインフレ圧力の高まりなどから減速の兆しを見せております。こ

うした内外の経済情勢に加え、歴史的な円高水準が続いていることから、企業経営にとっては先行き不透明

な環境となりました。 

 このような状況の下、引続き原価低減や経費節減に努めてまいりましたが、当社グループの主力市場であ

る電機・情報・通信機器業界をはじめ、市場開拓に注力を続けている自動車・アミューズメント業界が震災

の影響で生産調整を余儀なくされたことや、円高の進行によって輸出環境が悪化し、また現地製品との価格

競争も激化したことなどから、当第２四半期連結累計期間における売上高は49億７千８百万円（前年同期比

15.8％減）、営業利益は２億５千２百万円（前年同期比62.8％減）、経常利益は２億２千２百万円（前年同期

比64.4％減）、四半期純利益は１億４千９百万円(前年同期比64.2％減)となりました。 

 

 (2）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、欧米を中心とする景気後退・金融不安の拡がりから世界経済全体に

減速感が強まっていることや、急激な円高の進展による採算悪化に加え、タイでの洪水長期化による受注機

会の減少が見込まれるなど、下期の当社グループの事業環境は、当初の想定に比べ厳しくなるものと見込ん

でおります。 

 その結果、通期連結業績予想につきましては平成23年５月13日に公表しました予想数値を下記のとおり修

正いたします。 
 

通期連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 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

前回発表予想（A） 11,000 650 850 560 45.14

今回修正予想（B） 10,200 420 440 180 14.51

増減額（B-A） △800 △230 △410 △380 

増減率（％） △7.3 △35.4 △48.2 △67.9 

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
11,384 814 905 358 28.62

 

２．その他の情報 

 四半期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 

税金費用については、当第２四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もり、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。 
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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：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 10,222,203 9,451,831

受取手形及び売掛金 3,065,857 2,689,894

有価証券 4,516,206 4,499,975

商品及び製品 425,311 393,990

仕掛品 94,278 109,302

原材料及び貯蔵品 100,146 111,055

その他 320,855 424,949

貸倒引当金 △3,904 △3,575

流動資産合計 18,740,955 17,677,422

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,755,132 3,750,638

その他（純額） 2,970,969 3,012,700

有形固定資産合計 6,726,102 6,763,338

無形固定資産   

その他 484,323 475,999

無形固定資産合計 484,323 475,999

投資その他の資産   

投資有価証券 1,560,664 1,918,192

その他 2,522,862 2,409,215

貸倒引当金 △17,507 △18,035

投資その他の資産合計 4,066,019 4,309,372

固定資産合計 11,276,445 11,548,710

資産合計 30,017,401 29,226,132

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,504,814 1,368,220

未払法人税等 94,045 96,144

賞与引当金 230,975 205,654

その他 295,582 297,909

流動負債合計 2,125,418 1,967,928

固定負債   

退職給付引当金 454,346 438,106

役員退職慰労引当金 329,300 327,110

その他 2,385 17,223

固定負債合計 786,032 782,440

負債合計 2,911,450 2,750,368
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,719,256 23,762,818

自己株式 △957,224 △957,389

株主資本合計 29,447,161 29,490,559

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,033 43,988

為替換算調整勘定 △2,414,244 △3,058,783

その他の包括利益累計額合計 △2,341,210 △3,014,794

純資産合計 27,105,950 26,475,764

負債純資産合計 30,017,401 29,226,132
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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 5,911,473 4,978,867

売上原価 3,046,337 2,617,757

売上総利益 2,865,136 2,361,110

販売費及び一般管理費 2,184,943 2,108,272

営業利益 680,192 252,837

営業外収益   

受取利息 43,125 53,104

受取配当金 4,470 3,701

その他 40,922 50,030

営業外収益合計 88,518 106,836

営業外費用   

支払利息 359 736

為替差損 136,425 129,658

売上割引 1,160 1,841

賃貸収入原価 2,743 3,136

その他 2,966 1,753

営業外費用合計 143,657 137,126

経常利益 625,054 222,547

特別利益   

固定資産売却益 2,915 265

投資有価証券売却益 350 7,931

特別利益合計 3,265 8,196

特別損失   

固定資産売却損 － 967

固定資産除却損 6,079 145

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,600 －

投資有価証券評価損 895 －

投資有価証券売却損 800 4,558

特別損失合計 9,374 5,671

税金等調整前四半期純利益 618,946 225,071

法人税等 202,768 76,063

少数株主損益調整前四半期純利益 416,177 149,008

四半期純利益 416,177 149,008
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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 416,177 149,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,156 △29,045

為替換算調整勘定 △757,230 △644,538

その他の包括利益合計 △793,387 △673,584

四半期包括利益 △377,209 △524,575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △377,209 △524,575

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 

  該当事項はありません。 

 

以上 
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