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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

(2) 財政状態

(1) 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 ％

26年3月期第1四半期 1,093 △39.9 △131 ― △120 ― △124 ―
25年3月期第1四半期 1,819 17.6 △27 ― △21 ― △30 ―

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

26年3月期第1四半期 △9.49 ―
25年3月期第1四半期 △2.30 ―

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

26年3月期第1四半期 9,494 2,417 25.5 ―
25年3月期 8,991 2,298 25.6 ―
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 2,417百万円 25年3月期 2,298百万円

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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) 2,300 △35.7 △330 ― △320 ― △330 ― △25.10
通期 5,200 △17.6 △320 ― △310 ― △100 ― △7.60



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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）

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 13,164,800 株 25年3月期 13,164,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 26,573 株 25年3月期 25,201 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 13,138,834 株 25年3月期1Q 13,139,947 株

※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
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、実際
の実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、四半期
決算短信(添付資料)３ページ「(３)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和策による円高の修正や景気対策が生産の持ち

直しや個人消費の改善をもたらし、緩やかに回復基調に復しているものの、資源価格の上昇や新興国を

中心とした世界景気の下振れ懸念もあり不透明な状況が続いております。 

当社の売上高に大きな影響を与える乗用車の国内生産台数は、エコカー補助金終了の反動と自動車メ

ーカーの生産拠点の海外移転等の要因から、前年同月比４月が8.4％減、５月が7.8％減、６月が11.1％

減と減産が続いております。 

このような経済環境の中で当第１四半期累計期間の売上高は1,093百万円(前年同期比39.9％減)と大

幅な減少となりました。自動車用部品部門の受注減が主な要因です。 

損益面につきましては、原価低減活動や人件費を中心とした固定費の圧縮によるコストの削減に努め

ましたが、自社製品部門の売上が計画を下回ったこと及び昨年９月に発生した塗装工場火災の影響によ

り外注費等が膨らんだことから、営業損失131百万円(前年同期は営業損失27百万円)となりました。 

営業外収益は受取利息・受取配当金４百万円、受取賃貸料11百万円、金型等のスクラップ売却益７百

万円等により29百万円、営業外費用は支払利息14百万円等により17百万円を計上し、経常損失は120百

万円(前年同期は経常損失21百万円)となりました。また、固定資産除却損３百万円等による特別損失４

百万円を計上しました。その結果、四半期純損失は124百万円(前年同期は四半期純損失30百万円)とな

りました。 

セグメント別の業績については、次のとおりであります。 

①自動車用部品 

当セグメントの売上高は、991百万円(前年同期比41.6％減)となりました。一部車種モデルチェンジ

に伴う受注部品点数の減少が主な要因です。セグメント損失(経常損失)は97百万円(前年同期はセグメ

ント利益10百万円)となりました。 

②自社製品 

当セグメントの売上高は、84百万円(前年同期比16.4％減)となりました。電子機器製品が10百万円、

照明機器製品が６百万円減少しました。セグメント損失(経常損失)は31百万円(前年同期はセグメント

損失38百万円)となりました。 

③賃貸不動産 

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は７百万円(前年同期はセグメント利益７百万円)となりまし

た。なお、収益及び費用は営業外に計上しております。 

④その他 

駐輪設備の売上高は17百万円(前年同期比10.2％減)となりました。公共施設等大型案件の受注減が主

な要因です。セグメント利益(経常利益)は１百万円(前年同期はセグメント損失１百万円)となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第１四半期会計期間末における総資産は、前期末比503百万円増加し、9,494百万円となりました。

項目別では、流動資産は474百万円減少し、3,719百万円となりました。主な要因は電子記録債権が20百

万円、製品が23百万円、仕掛品が33百万円増加し、現金及び預金が467百万円、受取手形及び売掛金が

94百万円減少したことです。固定資産は977百万円増加し、5,774百万円となりました。主な要因は建物

が178百万円、機械及び装置が120百万円、塗装ライン615百万円の取得によるリース資産が613百万円増

加し、工具、器具及び備品が19百万円、建設仮勘定が290百万円減少したこと等により有形固定資産が

601百万円増加し、投資有価証券が378百万円増加したこと等により投資その他の資産が377百万円増加

したことです。 

流動負債は125百万円増加し、3,849百万円となりました。主な要因は未払金が73百万円、その他の

内、設備関係支払手形が126百万円、リース債務が34百万円増加し、支払手形及び買掛金が42百万円、

短期借入金が50百万円減少したことです。固定負債は258百万円増加し、3,226百万円となりました。主

な要因はその他の内、リース債務が281百万円、繰延税金負債が132百万円増加し、長期借入金が156百

万円減少したことです。その結果、負債全体では384百万円増加し、7,076百万円となりました。 

純資産は119百万円増加し、2,417百万円となりました。主な要因はその他有価証券評価差額金が243

百万円増加し、四半期純損失124百万円により利益剰余金が124百万円減少したことです。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,228,282 1,760,806

受取手形及び売掛金 1,091,781 997,437

電子記録債権 215,356 236,112

製品 241,422 264,483

仕掛品 71,142 104,713

原材料及び貯蔵品 283,799 276,936

その他 64,125 86,366

貸倒引当金 △1,930 △6,970

流動資産合計 4,193,980 3,719,884

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,061,382 1,240,281

構築物（純額） 51,507 51,523

機械及び装置（純額） 498,639 619,484

車両運搬具（純額） 3,375 3,250

工具、器具及び備品（純額） 226,656 207,433

土地 1,658,935 1,657,869

リース資産（純額） 21,899 635,006

建設仮勘定 345,750 55,120

有形固定資産合計 3,868,145 4,469,968

無形固定資産

ソフトウエア 9,021 7,363

その他 8,386 7,701

無形固定資産合計 17,408 15,064

投資その他の資産

投資有価証券 826,481 1,205,236

その他 141,237 140,380

貸倒引当金 △56,110 △56,080

投資その他の資産合計 911,608 1,289,536

固定資産合計 4,797,163 5,774,570

資産合計 8,991,144 9,494,454
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 409,476 366,506

短期借入金 2,186,492 2,135,620

未払金 1,006,910 1,080,466

未払法人税等 3,045 738

その他 117,984 266,350

流動負債合計 3,723,910 3,849,682

固定負債

長期借入金 2,024,049 1,867,550

退職給付引当金 84,347 84,732

資産除去債務 95,329 95,523

その他 764,750 1,179,074

固定負債合計 2,968,476 3,226,881

負債合計 6,692,386 7,076,563

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 217,872 93,209

自己株式 △5,165 △5,287

株主資本合計 1,082,192 957,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 311,622 555,541

土地再評価差額金 904,942 904,942

評価・換算差額等合計 1,216,564 1,460,483

純資産合計 2,298,757 2,417,891

負債純資産合計 8,991,144 9,494,454
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 1,819,004 1,093,272

売上原価 1,716,660 1,114,120

売上総利益又は売上総損失（△） 102,344 △20,847

販売費及び一般管理費 129,773 111,062

営業損失（△） △27,428 △131,909

営業外収益

受取利息 169 146

受取配当金 3,387 4,818

受取賃貸料 11,470 11,480

助成金収入 2,400 2,510

スクラップ売却益 885 7,155

その他 2,484 3,487

営業外収益合計 20,797 29,598

営業外費用

支払利息 11,787 14,366

その他 3,090 3,398

営業外費用合計 14,878 17,764

経常損失（△） △21,510 △120,075

特別利益

固定資産売却益 348 －

特別利益合計 348 －

特別損失

減損損失 1,465 1,066

固定資産除却損 1,426 3,458

投資有価証券評価損 6,923 －

特別損失合計 9,814 4,524

税引前四半期純損失（△） △30,976 △124,599

法人税、住民税及び事業税 132 132

過年度法人税等戻入額 △761 －

法人税等調整額 △109 △69

法人税等合計 △738 63

四半期純損失（△） △30,238 △124,662
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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