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1. 平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 3,820 △0.4 59 △59.5 44 △60.8 30 ―

23年12月期第2四半期 3,835 △14.2 147 294.7 113 ― 2 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 76百万円 （△31.3％） 23年12月期第2四半期 110百万円 （―％）

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12月期第2四半期 1.73 ―

23年12月期第2四半期 0.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 11,181 4,605 36.7
23年12月期 11,017 4,642 37.6

（参考） 自己資本 24年12月期第2四半期 4,101百万円 23年12月期 4,146百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

24年12月期 ― 0.00

24年12月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 8,050 △2.4 200 △53.6 150 △58.0 90 △58.9 5.20



(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。なお、上記の業績予測に関する事項は、2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 ： 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12月期2Q 18,688,540 株 23年12月期 18,688,540 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 1,382,126 株 23年12月期 1,183,854 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 17,412,575 株 23年12月期2Q 17,671,901 株
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（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日本経済は東日本大震災からの復興事業が内需を支える一方で、欧州債務

危機の長期化や電力供給の制約等景気を押し下げる要因により足踏み状態で推移してまいりました。 

このような経済環境のもと、当社グループは総合ファスニングメーカーとして、作業性、耐久性、耐震性、そ

して環境保全に適合する付加価値の高い製品の開発・販売に取り組み、また、中国現地法人への生産移管の促進

や固定費の削減等の収益改善活動を実施しました。また、導入３年目となった太陽光発電パネルの組立につきま

しても順調に推移いたしました。しかしながら、需要の一時的な減退の影響等により、工場生産高が減少し、減

益要因となりました。 

以上のような事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は3,820百万円

（前年同期比0.4％減）となり、経常利益は44百万円（前年同期比60.8％減）となり、四半期純利益は30百万円

（前年同期は投資有価証券評価損の発生等により２百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。  

 総資産は前連結会計年度末に比べ164百万円増加の11,181百万円となりました。これは現金及び預金が358百万

円、建物及び構築物が158百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が263百万円減少したことが主な要因であ

ります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ200百万円増加の6,576百万円となりました。これは長期借入金が288百万円、1

年内返済予定の長期借入金が180百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が233百万円減少したことが主な要

因であります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ36百万円減少の4,605百万円となりました。これは利益剰余金が57百万円減

少したことが主な要因であります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、連結業績予想が当初予想（平成24年２月13日公

表）を下回る見通しとなったため、本日（平成24年８月８日）付で連結業績予想の修正について公表いたしまし

た。 

  当社グループといたしましては、引き続き、ユーザーの 新のニーズをキャッチし、社会的存在意義の追求とと

もに業績回復に努めてまいります。   

  

（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。 

   

（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 

  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。 

   

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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 643,096 1,001,813

受取手形及び売掛金 2,070,088 1,806,863

電子記録債権 691,443 771,943

商品及び製品 1,241,604 1,269,896

仕掛品 271,500 276,339

原材料及び貯蔵品 614,999 629,225

繰延税金資産 93,781 88,046

その他 398,766 360,565

貸倒引当金 △7,720 △7,863

流動資産合計 6,017,559 6,196,829

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,113,021 1,272,014

機械装置及び運搬具（純額） 995,957 940,829

土地 1,325,443 1,325,443

その他（純額） 452,985 330,663

有形固定資産合計 3,887,408 3,868,951

無形固定資産 106,587 105,245

投資その他の資産   

投資有価証券 867,413 876,344

その他 164,041 157,008

貸倒引当金 △25,470 △22,645

投資その他の資産合計 1,005,984 1,010,707

固定資産合計 4,999,980 4,984,904

資産合計 11,017,540 11,181,734
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,487,308 1,253,527

短期借入金 1,359,367 1,289,837

1年内返済予定の長期借入金 887,108 1,067,730

未払法人税等 36,555 15,098

役員賞与引当金 － 6,000

賞与引当金 9,848 6,777

その他 424,473 499,343

流動負債合計 4,204,661 4,138,313

固定負債   

長期借入金 1,637,339 1,925,345

退職給付引当金 20,993 23,751

その他 512,375 488,697

固定負債合計 2,170,709 2,437,794

負債合計 6,375,370 6,576,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,550,000 2,550,000

資本剰余金 1,638,786 1,638,786

利益剰余金 247,729 190,366

自己株式 △185,918 △211,082

株主資本合計 4,250,597 4,168,070

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,955 △14,899

繰延ヘッジ損益 97 －

土地再評価差額金 15,575 15,575

為替換算調整勘定 △99,753 △67,258

その他の包括利益累計額合計 △104,035 △66,583

少数株主持分 495,607 504,139

純資産合計 4,642,169 4,605,626

負債純資産合計 11,017,540 11,181,734
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,835,432 3,820,468

売上原価 2,821,425 2,873,922

売上総利益 1,014,006 946,546

販売費及び一般管理費 866,390 886,791

営業利益 147,615 59,755

営業外収益   

受取利息 5,033 587

受取配当金 10,603 8,959

為替差益 － 1,661

その他 4,491 14,612

営業外収益合計 20,128 25,821

営業外費用   

支払利息 27,227 28,326

為替差損 2,695 －

その他 23,895 12,609

営業外費用合計 53,818 40,935

経常利益 113,925 44,641

特別損失   

投資有価証券評価損 80,502 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,679 －

減損損失 1,256 －

特別損失合計 89,437 －

税金等調整前四半期純利益 24,487 44,641

法人税等 14,599 14,478

少数株主損益調整前四半期純利益 9,887 30,162

少数株主利益 7,211 2

四半期純利益 2,676 30,159
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 9,887 30,162

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69,063 5,055

繰延ヘッジ損益 － △97

為替換算調整勘定 26,156 40,254

持分法適用会社に対する持分相当額 5,653 769

その他の包括利益合計 100,873 45,981

四半期包括利益 110,761 76,144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 104,349 67,612

少数株主に係る四半期包括利益 6,412 8,532
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 該当事項はありません。 

   

   

  当社は、平成23年11月７日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、普通株式 千株を

千円で取得しました。また、平成24年５月９日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、

普通株式 千株を 千円で取得しました。当該取引等の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式

は 千円となっております。 

  

 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

129

16,508

68 8,491

211,082

（５）重要な後発事象
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