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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 13,922 △14.2 △130 ― △315 ― △389 ―
23年3月期第2四半期 16,233 32.3 333 ― 68 ― 48 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △398百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △42百万円 （―％）

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 △22.93 ―
23年3月期第2四半期 2.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 19,560 10,968 56.1 645.86
23年3月期 19,721 11,448 58.0 674.27
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,965百万円 23年3月期  11,447百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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  
連結業績予想については、本日（平成23年10月28日）公表いたしました「平成24年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異及び平成24
年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 30,500 0.4 350 △31.2 150 0.3 100 △21.2 5.89



(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績
予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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 17,085,034 株 23年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 107,692 株 23年3月期 107,692 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,977,342 株 23年3月期2Q 16,979,153 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経済情勢は、東日本大震災により大きな打撃を受けた生産活動もサプライチ

ェーンの復旧により回復傾向にありますが、欧米の財政問題による世界的な景気の減速や円高の進行などにより厳

しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績は、震災による減産の影響が後半には持ち直したものの

売上高は13,922百万円（前年同四半期比14.2％減）、営業損失は130百万円（前年同四半期は営業利益333百万円）

となり、また円高による為替換算損失により経常損失は315百万円（前年同四半期は経常利益68百万円）、四半期

純損失は389百万円（前年同四半期は四半期純利益48百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より160百万円減少し19,560百万円となり 

ました。受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末と比較して259百万円減）、商品及び製品の減少（同270百

万円減）、新規事業の展開と生産拠点再構築のための新工場建設及び海外子会社の設備投資による有形固定資産の

増加（同253百万円増）等が主な要因であります。負債は、前連結会計年度末より319百万円増加し8,592百万円と

なりました。短期借入金の増加（同281百万円増）、長期借入金の増加（同280百万円増）、支払手形及び買掛金の

減少（同138百万円減）等が主な要因であります。純資産は、前連結会計年度末より480百万円減少し10,968百万円

となりました。利益剰余金の減少（同474百万円減）等が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は56.1％となり、前連結会計年度末と比較して1.9ポイント低下しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の業績見通しにつきましては、アジア市場でのビジネス拡大、新規事業の推進、生産性の向上に引き続き取

り組んでまいりますが、欧米を中心とした景気の減速や円高基調の継続なども予想されることから、通期業績予想

を修正いたします。 

 詳細につきましては、本日（平成23年10月28日）公表いたしました「平成24年３月期第２四半期累計期間の連結

業績予想値と実績値との差異及び平成24年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、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をしております。  

  

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



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 1,386,036 1,290,135

受取手形及び売掛金 6,659,951 6,400,173

商品及び製品 906,359 635,877

仕掛品 453,615 495,571

原材料及び貯蔵品 2,263,999 2,271,024

その他 677,594 804,594

貸倒引当金 △3,759 △3,735

流動資産合計 12,343,797 11,893,641

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,448,476 5,553,487

減価償却累計額 △3,064,630 △3,155,627

建物及び構築物（純額） 2,383,845 2,397,860

機械装置及び運搬具 3,861,557 3,856,989

減価償却累計額 △2,736,872 △2,870,272

機械装置及び運搬具（純額） 1,124,684 986,717

土地 2,051,052 2,038,685

その他 3,403,353 3,894,052

減価償却累計額 △2,568,173 △2,668,577

その他（純額） 835,180 1,225,474

有形固定資産合計 6,394,763 6,648,738

無形固定資産 100,596 169,113

投資その他の資産   

投資有価証券 307,564 271,190

前払年金費用 479,805 474,112

その他 119,893 129,323

貸倒引当金 △24,770 △25,120

投資その他の資産合計 882,494 849,506

固定資産合計 7,377,854 7,667,358

資産合計 19,721,651 19,560,999



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,675,600 2,537,537

短期借入金 3,377,325 3,658,854

未払法人税等 47,531 48,841

賞与引当金 372,888 323,778

製品保証引当金 32,256 19,937

その他 698,774 658,525

流動負債合計 7,204,376 7,247,475

固定負債   

長期借入金 804,877 1,085,075

退職給付引当金 17,275 14,403

資産除去債務 2,835 2,864

その他 243,632 243,141

固定負債合計 1,068,621 1,345,485

負債合計 8,272,997 8,592,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,691,829 6,217,655

自己株式 △49,947 △49,947

株主資本合計 11,758,196 11,284,022

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 37,364 29,024

為替換算調整勘定 △348,332 △348,004

その他の包括利益累計額合計 △310,967 △318,979

少数株主持分 1,425 2,996

純資産合計 11,448,654 10,968,039

負債純資産合計 19,721,651 19,560,999



（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 16,233,358 13,922,122

売上原価 14,575,380 12,622,995

売上総利益 1,657,977 1,299,126

販売費及び一般管理費 ＊  1,324,597 ＊  1,429,889

営業利益又は営業損失（△） 333,379 △130,763

営業外収益   

受取利息 3,981 8,493

受取配当金 2,182 2,155

保険解約返戻金 6,026 8,907

助成金収入 － 18,297

その他 33,476 43,750

営業外収益合計 45,667 81,604

営業外費用   

支払利息 25,940 22,507

為替差損 271,734 225,378

その他 12,748 18,185

営業外費用合計 310,423 266,070

経常利益又は経常損失（△） 68,623 △315,229

特別利益   

固定資産売却益 3,136 819

特別利益合計 3,136 819

特別損失   

固定資産処分損 25,926 5,778

投資有価証券評価損 16,038 26,658

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,007 －

特別損失合計 45,972 32,436

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（△）

25,787 △346,846

法人税等 △16,534 43,866

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（△）

42,322 △390,712

少数株主損失（△） △5,784 △1,425

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,106 △389,286



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 42,322 △390,712

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,561 △8,339

為替換算調整勘定 △56,523 328

その他の包括利益合計 △85,085 △8,011

四半期包括利益 △42,762 △398,724

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,018 △397,298

少数株主に係る四半期包括利益 △4,743 △1,425



 該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 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） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△30,513千円であり、

主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ

ニクス  
情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 9,615,473  3,895,659 1,654,300  15,165,432  1,067,925  16,233,358

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 176,570  122,133  23,655  322,359  2,722  325,082

計  9,792,044  4,017,792  1,677,956  15,487,792  1,070,647  16,558,440

セグメント利益  84,765  146,187  105,967  336,920  26,972  363,893

  
調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  16,233,358

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △325,082  －

計  △325,082  16,233,358

セグメント利益  △30,513  333,379



 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） 

（単位：千円） 

 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△36,511千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であり

ます。 

３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ

ニクス  
情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 8,911,931  3,205,827 1,011,238  13,128,998  793,123  13,922,122

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 136,193  94,909  34,035  265,138  2,231  267,369

計  9,048,125  3,300,737  1,045,273  13,394,136  795,355  14,189,491

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △212,976  134,065  22,825  △56,084  △38,167  △94,252

  
調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  13,922,122

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △267,369  －

計  △267,369  13,922,122

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △36,511  △130,763

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）四半期連結損益計算書関係に関する注記

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） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

製品保証引当金繰入額 千円8,607

給与及び賞与 

賞与引当金繰入額 

 

  

474,809

108,454

退職給付引当金繰入額  37,934

 製品保証引当金繰入額 千円16,668

 給与及び賞与  

賞与引当金繰入額 

 

  

571,830

104,958

 退職給付引当金繰入額  49,410
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