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1.  平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 5,280 △7.1 △43 ― △72 ― △10 ―
23年12月期 5,683 △11.4 118 △51.7 57 △66.2 △33 ―
（注）包括利益 24年12月期 11百万円 （863.6％） 23年12月期 1百万円 （△98.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 △0.91 ― △1.5 △1.1 △0.8
23年12月期 △2.75 ― △4.9 0.9 2.1
（参考） 持分法投資損益 24年12月期  ―百万円 23年12月期  ―百万円

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12月期 6,430 761 10.6 57.39
23年12月期 6,201 779 10.6 54.60
（参考） 自己資本   24年12月期  681百万円 23年12月期  654百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 17 △613 141 1,503
23年12月期 110 △251 169 1,944

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年12月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 2,600 4.0 10 ― 20 ― 10 ― 0.84
通期 5,500 4.2 30 ― 50 ― 20 ― 1.68



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 12,400,000 株 23年12月期 12,400,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期 516,548 株 23年12月期 413,453 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 11,889,112 株 23年12月期 11,991,713 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 2,903 △4.6 △36 ― △13 ― △7 ―
23年12月期 3,044 △24.1 28 △60.8 46 △22.9 68 143.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年12月期 △0.59 ―
23年12月期 5.52 ―

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12月期 3,398 896 26.4 72.45
23年12月期 3,433 905 26.4 73.15
（参考） 自己資本 24年12月期  896百万円 23年12月期  905百万円

2. 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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 
 上記記載の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因等で大きく
異なる結果となる可能性があります。 
 本資料で記述されている連結業績予想の前提条件、その他の関連する事項については、添付２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析」をご参照くださ
い。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,500 8.4 10 ― 5 ― 0.40
通期 3,200 10.2 30 ― 15 ― 1.21
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（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

当期におけるわが国経済は、震災復興の動きにあわせた個人消費の持ち直しや復興需要による生産活動の持ち直

し、新興国での経済成長需要取り込みによる回復が期待されましたが、長引く円高、欧州圏での債務連鎖不安、中

国経済の減速、更には尖閣諸島問題による中国との経済活動の停滞は円高で減速している輸出産業、製造業を中心

に弱含みで推移いたしました。一方では年末に発表された政府経済政策による期待感から株価の上昇、円安傾向に

移行する動きも見られ明るい兆しが少し見えてきておりますが、世界経済を取り巻く不透明感,不確実性は依然と

して高く、景気を押し下げるリスクも存在しています。

この様な経済情勢のもと、当社グループでは固定費の抑制、コストの低減を進め、収益力の強化に取り組む一方

新製品の開発に努め、業績の伸長と経営基盤の確立をめざしてまいりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は次のとおりとなりました。 

売 上 高 52億8千万円（対前年増減率 △7.1%）

営 業 損 失(△) 4千3百万円（前年営業利益 1億1千8百万円）

経 常 損 失(△) 7千2百万円（前年経常利益 5千7百万円）

当 期 純 損 失(△) 1千万円（前年当期純損失 3千3百万円）

当連結会計年度の電子部品の製品群別売上高は抵抗器1,426百万円、ポテンショメーター706百万円、ハイブリッ

ドIC1,944百万円、電子機器1,204百万円であります。

当連結累計期間の売上高は52億８千万円（対前年期比7.1%減）となりました。

地域別の内訳を示しますと、日本国内では41億４千２百万円、アジア（中国）では７億４千６百万円、欧州では

３億６千万円、その他地域で３千２百万円となりました。

また、営業損失は４千３百万円（前年同期営業利益１億１千８百万円）となりました。これは、連結子会社の外

注下請先への貸付金に対する貸倒引当金を繰入れたこと、中国市場での自動車関連、設備関連の受注が減少したこ

とによるものです。経常損失は７千２百万円（前年同期経常利益５千７百万円）となりました。

なお、連結子会社が他の連結子会社の株式を少数株主から追加取得したことにより、負ののれん発生益22百万円

を計上しております。

セグメントの業績につきましては、当社グループは電子部品の単一セグメントであるため、記載を省略していま

す。

(次期の見通し)

次期の見通しにつきましては、自動車関係の受注が徐々に回復傾向にありますが、欧州危機の影響が続いてお

り、中国など新興市場の経済成長の鈍化もあって先行き不透明感が強く、先の見えない状況にあります。

当社グループでは、今後もさらに業績を上げるべく、改善、改革を進め、一層のコスト削減に取り組むと共にグ

ループ各社の総力を結集して、技術開発力、営業力、収益力の強化に努めてまいる所存でございます。 

何卒、より一層のご理解とご支援を賜ります様、お願い申し上げます。次期の業績につきましては、連結売上高

55億円、連結経常利益５千万円を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

（資産、負債及び純資産の状況）

当連結会計年度末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して229百万円増加し6,430百万円となりまし

た。変動の主なものは、現金及び預金の411百万円の減少、原材料及び貯蔵品の102百万円の増加、建物及び構築物

の441百万円の増加、機械装置及び運搬具の131百万円の増加、建設仮勘定の151百万円の減少であります。

負債は前連結会計年度末と比較して247百万円増加し5,669百万円となりました。変動の主なものは、社債の205

百万円の増加であります。

純資産は前連結会計年度末と比較して17百万円減少し、761百万円となりました。その結果、1株当たり純資産は

前年同期と比較して2円79銭増加し57円39銭となり自己資本比率は10.6％となりました。

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（キャッシュ・フローの状況）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは17百万円となりました。これは主として、税金等

調整前当期純損失が46百万円となったこと、たな卸資産の増加△79百万円によるものです。投資活動によるキャッ

シュ・フローは有形固定資産の増加△464百万円が主なもので、△613百万円となりました。財務活動によるキャッ

シュ・フローは長短借入金の増加912百万円、長期借入金の返済△974百万円、社債の発行収入350百万円、社債償

還支出△120百万円等により141百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残

高は1,503百万円となりました。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

(注) 1.各指標は、いずれも連結ベースの財務指数を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率 ： (純資産の部－少数株主持分)／総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

2.株式時価総額は、(中間)期末株価終値×自己株式控除後の（中間）期末発行済株式数により算出しており

ます。

3.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。

4.営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社における配当政策の基本方針は、収益に応じた配当を基本としております。一方で安定した配当を継続する

とともに、会社の競争力を維持強化すべく将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案して配当する方針を採用

しております。

当期の配当につきましては、当期は損失を計上していること、十分な内部留保を確保することを配当政策として

いること等、慎重に検討いたしました結果、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら引き続き見送らせて

いただくことといたしました。

次期の配当につきましては、経済状況の不透明感を踏まえ現時点では期末配当は未定とさせていただきます。で

きるだけ早い時期に株主様のご期待にお応えすべく、復配に向けてグループの総力を結集し業績回復に努めてまい

ります。

（４）事業等のリスク

近の有価証券報告書（平成24年３月30日提出）により開示を行った内容から変更がないため開示を省略してお

ります。

平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期

自己資本比率(%) 11.0 10.6 10.6

時価ベースの自己資本比率(%) 16.4 14.7 14.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 (年）
－ 35.1 236.5

インスタント・ガバレッジ・

レシオ (倍)
－ 1.9 0.3
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当社グループは、当社及び連結子会社９社で構成されており、事業の系統図はおおむね次のとおりであります。

なお、 近の有価証券報告書（平成24年３月30日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略しております。

２．企業集団の状況
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３．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,065,343 1,653,762

受取手形及び売掛金 1,408,441 1,424,291

商品及び製品 168,178 174,800

仕掛品 39,339 32,672

原材料及び貯蔵品 561,123 663,452

未収入金 94,973 134,678

繰延税金資産 44,696 20,937

その他 60,312 23,296

貸倒引当金 △9,000 △7,090

流動資産合計 4,433,405 4,120,798

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,154,755 1,596,734

機械装置及び運搬具 1,113,942 1,245,227

工具、器具及び備品 1,115,587 1,150,162

土地 303,693 303,693

リース資産 70,555 127,505

建設仮勘定 151,000 －

減価償却累計額 △2,724,596 △2,884,959

有形固定資産合計 1,184,936 1,538,362

無形固定資産 18,947 21,732

投資その他の資産

投資有価証券 205,903 243,760

長期貸付金 58,843 125,114

繰延税金資産 214,712 238,501

その他 115,023 209,121

貸倒引当金 △35,200 △83,600

投資その他の資産合計 559,281 732,896

固定資産合計 1,763,164 2,292,990

繰延資産 4,721 16,980

資産合計 6,201,290 6,430,768
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,027,510 1,070,729

短期借入金 2,035,150 1,999,862

1年内償還予定の社債 120,000 145,000

リース債務 17,334 30,257

未払法人税等 10,312 5,440

受注損失引当金 3,974 920

その他 106,001 113,507

流動負債合計 3,320,281 3,365,715

固定負債

社債 330,000 535,000

長期借入金 1,336,082 1,309,439

リース債務 28,009 46,028

繰延税金負債 6,556 4,209

退職給付引当金 399,908 407,954

その他 1,000 917

固定負債合計 2,101,555 2,303,547

負債合計 5,421,836 5,669,262

純資産の部

株主資本

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 131,417 131,417

利益剰余金 16,258 5,453

自己株式 △169,119 △179,183

株主資本合計 702,956 682,087

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,151 △456

為替換算調整勘定 △49,686 343

その他の包括利益累計額合計 △48,535 △113

少数株主持分 125,033 79,532

純資産合計 779,454 761,506

負債純資産合計 6,201,290 6,430,768
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 5,683,357 5,280,503

売上原価 4,335,786 4,067,097

売上総利益 1,347,571 1,213,406

販売費及び一般管理費 1,228,632 1,257,261

営業利益又は営業損失（△） 118,939 △43,855

営業外収益

受取利息 1,809 2,264

受取配当金 5,971 5,342

不動産賃貸料 5,642 9,780

助成金収入 3,675 －

保険解約返戻金 3,200 －

為替差益 － 14,436

その他 11,681 13,691

営業外収益合計 31,978 45,513

営業外費用

支払利息及び手形売却損 59,592 59,957

売上割引 2,589 2,401

為替差損 11,296 －

賃貸資産減価償却費等 18,645 6,481

その他 1,423 5,508

営業外費用合計 93,545 74,347

経常利益又は経常損失（△） 57,372 △72,689

特別利益

投資有価証券売却益 5,219 －

固定資産売却益 － 714

収用補償金 － 7,664

保険差益 － 2,748

負ののれん発生益 3,737 22,561

特別利益合計 8,956 33,687

特別損失

固定資産除却損 4,542 4,286

投資有価証券評価損 33,995 290

貸倒損失 50,256 －

貸倒引当金繰入額 9,200 －

出資金評価損 1,760 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,784 －

退職給付制度終了損 10,914 －

その他 － 2,575

特別損失合計 114,451 7,151

税金等調整前当期純損失（△） △48,123 △46,153

法人税、住民税及び事業税 11,133 5,337

法人税等調整額 △67,449 △330

法人税等合計 △56,316 5,007

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

8,193 △51,160

少数株主利益又は少数株主損失（△） 41,208 △40,355

当期純損失（△） △33,015 △10,805
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（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

8,193 △51,160

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,088 △3,669

為替換算調整勘定 △1,920 66,248

その他の包括利益合計 △7,008 62,579

包括利益 1,185 11,419

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △38,038 37,616

少数株主に係る包括利益 39,223 △26,197

8

株式会社日本抵抗器製作所(6977)　平成24年12月期決算短信



（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 724,400 724,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 724,400 724,400

資本剰余金

当期首残高 131,417 131,417

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 131,417 131,417

利益剰余金

当期首残高 49,273 16,258

当期変動額

当期純損失（△） △33,015 △10,805

当期変動額合計 △33,015 △10,805

当期末残高 16,258 5,453

自己株式

当期首残高 △165,244 △169,119

当期変動額

自己株式の取得 △84 △20

少数株主分の自己株式振替額 △3,791 △10,044

当期変動額合計 △3,875 △10,064

当期末残高 △169,119 △179,183

株主資本合計

当期首残高 739,846 702,956

当期変動額

当期純損失（△） △33,015 △10,805

自己株式の取得 △84 △20

少数株主分の自己株式振替額 △3,791 △10,044

当期変動額合計 △36,890 △20,869

当期末残高 702,956 682,087
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 3,631 1,151

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,480 △1,607

当期変動額合計 △2,480 △1,607

当期末残高 1,151 △456

為替換算調整勘定

当期首残高 △47,143 △49,686

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,543 50,029

当期変動額合計 △2,543 50,029

当期末残高 △49,686 343

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △43,512 △48,535

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,023 48,422

当期変動額合計 △5,023 48,422

当期末残高 △48,535 △113

少数株主持分

当期首残高 86,851 125,033

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,182 △45,501

当期変動額合計 38,182 △45,501

当期末残高 125,033 79,532

純資産合計

当期首残高 783,185 779,454

当期変動額

当期純損失（△） △33,015 △10,805

自己株式の取得 △84 △20

少数株主分の自己株式振替額 △3,791 △10,044

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,159 2,921

当期変動額合計 △3,731 △17,948

当期末残高 779,454 761,506
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△48,123 △46,153

減価償却費 167,930 191,008

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,798 8,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,098 46,490

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,691 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 888 △3,054

受取利息及び受取配当金 △7,780 △7,606

支払利息及び手形売却損 59,592 59,957

有形固定資産売却損益（△は益） － △714

有形固定資産除却損 4,542 4,286

投資有価証券評価損益（△は益） 35,755 290

投資有価証券売却損益（△は益） △5,219 －

収用補償金 － △5,089

保険差益 － △2,748

売上債権の増減額（△は増加） 111,714 4,846

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,927 △79,541

仕入債務の増減額（△は減少） △361,376 19,710

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,241 △4,332

その他 132,422 △105,643

小計 170,236 79,753

利息及び配当金の受取額 7,780 7,606

利息の支払額 △59,592 △59,957

法人税等の支払額 △8,130 △10,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,294 17,193

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 △246,082 △464,237

無形固定資産の取得による支出 △7,155 △10,990

有形固定資産の売却による収入 － 714

投資有価証券の取得による支出 △384 △44,975

投資有価証券の売却による収入 6,574 －

貸付けによる支出 △51,910 △100,000

貸付金の回収による収入 11,396 35,309

定期預金の預入による支出 △81,178 △153,135

定期預金の払戻による収入 117,316 123,595

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,423 △613,719

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） 254,450 229

長期借入れによる収入 1,082,000 912,000

長期借入金の返済による支出 △1,249,571 △974,160

社債の発行による収入 200,000 350,000

社債の償還による支出 △90,000 △120,000

ファイナンス・リース債務支出 △27,764 △26,302

自己株式の買入による支出 △84 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 169,031 141,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 250 13,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,152 △441,121

現金及び現金同等物の期首残高 1,916,628 1,944,780

現金及び現金同等物の期末残高 1,944,780 1,503,659
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該当事項はありません。 

（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）

当連結会計年度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。

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループ（当社及び連結子会社）は、電子部品の製造・販売及び付帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しています。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）追加情報

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

１株当たり純資産額 円 銭54 60

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭△2 75

１株当たり純資産額 円 銭57 39

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭△0 91

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 779,454 761,506

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 125,033 79,532

（うち少数株主持分） ( )125,033 ( )79,532

普通株式に係る期末純資産額（千円） 654,421 681,974

期末の普通株式の数（千株） 11,987 11,883

前連結会計年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

１株当たり当期純損失金額（△）

当期純損失（△）（千円） △33,015 △10,805

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △33,015 △10,805

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,992 11,889
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該当事項はありません。

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付等に関する注記

事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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４．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 853,878 720,089

受取手形 67,553 60,787

売掛金 776,894 819,441

製品 84,110 71,732

原材料 251,822 287,158

仕掛品 5,364 4,106

貯蔵品 2,910 3,462

未収入金 252,992 266,267

前払費用 2,756 2,913

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 3,099 12,396

繰延税金資産 22,122 7,678

その他 979 300

流動資産合計 2,324,484 2,256,334

固定資産

有形固定資産

建物 329,128 311,853

構築物 25,041 25,041

機械及び装置 550,588 622,468

車両運搬具 5,203 5,203

工具、器具及び備品 843,590 861,197

土地 223,277 223,277

リース資産 31,924 31,924

減価償却累計額 △1,599,071 △1,649,420

有形固定資産合計 409,683 431,545

無形固定資産

工業所有権 160 109

ソフトウエア 2,566 10,970

ソフトウエア仮勘定 3,603 －

電話加入権 1,296 1,296

無形固定資産合計 7,627 12,377

投資その他の資産

投資有価証券 98,857 96,572

関係会社株式 394,086 394,086

出資金 81 81

保険料積立金 42,653 45,603

関係会社長期貸付金 58,901 46,505

長期前払費用 3,376 2,587

繰延税金資産 91,483 109,539

その他 164 164

投資その他の資産合計 689,603 695,138

固定資産合計 1,106,913 1,139,061

繰延資産

社債発行費 2,084 2,915

繰延資産合計 2,084 2,915

資産合計 3,433,482 3,398,311
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 655,769 641,443

買掛金 397,047 403,233

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 313,680 252,349

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 6,022 6,022

未払金 19,043 28,159

未払法人税等 1,838 1,555

未払費用 3,939 2,679

設備関係支払手形 7,537 1,669

その他 1,772 2,545

流動負債合計 1,866,653 1,799,659

固定負債

社債 180,000 220,000

長期借入金 374,555 379,066

リース債務 11,964 5,941

退職給付引当金 93,757 95,758

資産除去債務 907 907

固定負債合計 661,184 701,673

負債合計 2,527,837 2,501,332

純資産の部

株主資本

資本金 724,400 724,400

資本剰余金

資本準備金 131,450 131,450

資本剰余金合計 131,450 131,450

利益剰余金

利益準備金 33,465 33,465

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 18,806 11,449

利益剰余金合計 52,272 44,915

自己株式 △3,038 △3,058

株主資本合計 905,083 897,706

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 561 △728

評価・換算差額等合計 561 △728

純資産合計 905,645 896,978

負債純資産合計 3,433,482 3,398,311
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 3,044,497 2,903,854

売上原価

製品期首たな卸高 77,759 84,110

当期製品製造原価 365,641 385,621

当期商品及び製品仕入高 2,478,291 2,358,057

合計 2,921,691 2,827,789

製品期末たな卸高 84,110 71,732

製品売上原価 2,837,581 2,756,057

売上総利益 206,915 147,796

販売費及び一般管理費 178,252 184,416

営業利益又は営業損失（△） 28,663 △36,620

営業外収益

受取利息 818 1,218

受取配当金 3,647 3,142

不動産賃貸料 31,964 40,142

業務受託手数料 12,034 14,590

為替差益 － 8,287

雑収入 12,945 2,090

営業外収益合計 61,410 69,471

営業外費用

支払利息及び手形売却損 21,076 18,533

社債発行費償却 310 599

賃貸資産減価償却費等 17,440 26,974

為替差損 4,382 －

営業外費用合計 43,209 46,106

経常利益又は経常損失（△） 46,863 △13,255

特別利益

投資有価証券売却益 24 －

収用補償金 － 7,664

保険差益 － 648

特別利益合計 24 8,312

特別損失

固定資産除却損 1,298 1,840

投資有価証券評価損 31,619 290

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 907 －

出資金評価損 1,759 －

退職給付制度終了損 10,914 －

減損損失 5,808 －

その他 － 2,574

特別損失合計 52,308 4,705

税引前当期純損失（△） △5,420 △9,647

法人税、住民税及び事業税 616 616

法人税等調整額 △74,369 △2,906

法人税等合計 △73,753 △2,290

当期純利益又は当期純損失（△） 68,332 △7,357
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（注）１．原価計算の方法は総合原価計算によっております。

２．他勘定振替高の金額は工具器具備品への振替高であります。

製造原価明細書

前事業年度
（自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日）

当事業年度
（自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日）

区分
注記
記号

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

Ⅰ 材料費 549 0.1 6,252 1.6

Ⅱ 労務費 69,273 19.0 66,789 17.2

Ⅲ 経費 295,339 80.9 315,070 81.2

（外注加工費） ( )97,912 ( )115,565

（減価償却費） ( )50,772 ( )50,261

当期総製造費用 365,160 100.0 388,112 100.0

期首仕掛品たな卸高 7,008 5,364

合計 372,168 393,477

期末仕掛品たな卸高 5,365 4,106

他勘定振替高 1,162 3,749

当期製品製造原価 365,641 385,621
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 724,400 724,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 724,400 724,400

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 131,450 131,450

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 131,450 131,450

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 33,465 33,465

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 33,465 33,465

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △49,525 18,806

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 68,332 △7,357

当期変動額合計 68,332 △7,357

当期末残高 18,806 11,449

利益剰余金合計

当期首残高 △16,060 52,272

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 68,332 △7,357

当期変動額合計 68,332 △7,357

当期末残高 52,272 44,915

自己株式

当期首残高 △2,955 △3,038

当期変動額

自己株式の取得 △83 △20

当期変動額合計 △83 △20

当期末残高 △3,038 △3,058

株主資本合計

当期首残高 836,835 905,083
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 68,332 △7,357

自己株式の取得 △83 △20

当期変動額合計 68,248 △7,377

当期末残高 905,083 897,706

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 2,794 561

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,232 △1,289

当期変動額合計 △2,232 △1,289

当期末残高 561 △728

純資産合計

当期首残高 839,629 905,645

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 68,332 △7,357

自己株式の取得 △83 △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,232 △1,289

当期変動額合計 66,016 △8,666

当期末残高 905,645 896,978
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該当事項はありません。

（１）役員の異動

該当事項はありません。

（２）その他

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．その他
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