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1. 平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

 (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２四半期 8,163 △14.6 △325 － △331 － △225 －

24年３月期第２四半期 9,553 6.3 100 75.9 77 366.8 30 170.4

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △236百万円( －％) 24年３月期第２四半期 9百万円( －％)

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

25年３月期第２四半期 △9. 23 －

24年３月期第２四半期 1. 25 －

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 21,476 12,237 56.8

24年３月期 21,990 12,645 57.4

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 12,200百万円 24年３月期 12,613百万円

2. 配当の状況

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 － 7. 00 7. 00

25年３月期 － 0. 00

25年３月期(予想) － 未定 未定

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、対前期増減率)

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 20,900 6.0 270 △5.1 310 △19.3 200 25.5 8. 17

099447
新規スタンプ



  

 
  

 
  

 
  

・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。 

  

・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、本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後

様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

  

4. その他

 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (―)        、除外 ―社 (―)

 (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
 

 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

 (4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 24,500,000株 24年３月期 24,500,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 30,775株 24年３月期 30,254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 24,469,312株 24年３月期２Ｑ 24,471,618株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間は、米国経済に若干薄明かりが見え始めたものの、欧州危機が2010年春に

表面化して以来、中国等の新興国の景気減速、成長率鈍化に波及し、全世界の需要が縮小しておりま

す。本格的な景気回復には、なお相当の時間を要するものと思われます。 

このような情勢のもとで、当社グループは、更なる固定費削減をはじめとした徹底したコスト合理化

を進め、売価是正、付加価値の高い新製品の開発、拡販及び新規顧客、新規用途の開拓に注力し、全社

を挙げて収益の確保に取り組みました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は81億６千３百万円（前年同四半期比14.6％減）

にとどまり、３億２千５百万円の営業損失（前年同四半期は１億円の利益）、３億３千１百万円の経常

損失（前年同四半期は７千７百万円の利益）、２億２千５百万円の四半期純損失（前年同四半期は３千

万円の利益）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、棚卸資産が増加しましたが、売掛金の減少により前連結会計年度末に比べ６億６千万円

減少し、99億６千８百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産の新規取得により前連結会計年度末に比べ１億４千７百万円増加し、115

億７百万円となりました。 

この結果、総資産は214億７千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億１千３百万円減少しま

した。 

  

（負債） 

流動負債は、短期借入金が増加しましたが、買掛金の減少により前連結会計年度末に比べ６千６百万

円減少し、71億８千４百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の返済により前連結会計年度末に比べ３千８百万円減少し、20億５千５百万

円となりました。 

この結果、負債合計は92億３千９百万円となり前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少しました。

  

（純資産） 

純資産は、四半期純損失の計上および支払配当金により前連結会計年度末に比べ４億８百万円減少

し、122億３千７百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の57.4％から

56.8％となりました。 

  

平成24年５月10日に公表した連結業績予想につきましては、平成24年10月12日公表の「業績予想の修

正および配当予想の修正に関するお知らせ」において、業績予想の修正を行っております。 

  

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

(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
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1. 原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異等につきましては、原価計算期間末までにほぼ

解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰延べております。 

  

2. 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

  

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 415 182

受取手形及び売掛金 5,435 4,386

商品及び製品 3,091 3,416

仕掛品 857 743

原材料及び貯蔵品 650 699

その他 206 539

貸倒引当金 △26 －

流動資産合計 10,629 9,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,555 4,473

機械装置及び運搬具（純額） 4,432 4,595

建設仮勘定 172 310

その他（純額） 426 399

有形固定資産合計 9,586 9,779

無形固定資産 35 29

投資その他の資産   

投資有価証券他 1,746 1,707

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 1,738 1,698

固定資産合計 11,360 11,507

資産合計 21,990 21,476

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,816 2,797

短期借入金 2,291 2,791

未払法人税等 91 17

引当金 107 99

その他 945 1,479

流動負債合計 7,250 7,184

固定負債   

長期借入金 206 140

退職給付引当金 1,440 1,473

その他 446 440

固定負債合計 2,093 2,055

負債合計 9,344 9,239
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,343 2,343

資本剰余金 1,551 1,551

利益剰余金 8,112 7,715

自己株式 △9 △9

株主資本合計 11,997 11,600

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 615 600

その他の包括利益累計額合計 615 600

少数株主持分 31 36

純資産合計 12,645 12,237

負債純資産合計 21,990 21,476
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,553 8,163

売上原価 7,863 7,028

売上総利益 1,689 1,134

販売費及び一般管理費   

発送費 283 242

給料手当及び賞与 384 355

退職給付費用 43 41

賃借料 59 56

試験研究費 416 397

その他 401 366

販売費及び一般管理費合計 1,588 1,459

営業利益又は営業損失（△） 100 △325

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 21 21

受取補償金 10 9

貸倒引当金戻入額 3 26

雑収入 35 16

営業外収益合計 70 74

営業外費用   

支払利息 13 10

為替差損 53 47

固定資産除却損 1 12

雑損失 25 9

営業外費用合計 94 80

経常利益又は経常損失（△） 77 △331

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（△）

77 △331

法人税等 29 △110

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（△）

47 △221

少数株主利益 16 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30 △225
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

47 △221

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38 △15

その他の包括利益合計 △38 △15

四半期包括利益 9 △236

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7 △241

少数株主に係る四半期包括利益 16 4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

77 △331

減価償却費 799 749

有形固定資産除却損 0 6

投資有価証券評価損益（△は益） 13 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 △8

受取利息及び受取配当金 △21 △22

支払利息 13 10

売上債権の増減額（△は増加） 850 1,048

たな卸資産の増減額（△は増加） △697 △260

仕入債務の増減額（△は減少） 421 △1,019

未払消費税等の増減額（△は減少） △82 △4

その他 △44 △266

小計 1,304 △86

利息及び配当金の受取額 21 22

利息の支払額 △12 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41 △76

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,272 △152

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △341 △345

無形固定資産の取得による支出 △1 －

貸付けによる支出 － △19

貸付金の回収による収入 0 17

その他 3 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △339 △335

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △350 500

長期借入金の返済による支出 △65 △65

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1 △3

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △220 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △637 259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 292 △232

現金及び現金同等物の期首残高 296 415

現金及び現金同等物の四半期末残高 589 182
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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