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

（注）当社は第１四半期の業績開示を前連結会計年度より行っているため、平成25年３月期第１四半期の増減率については記載をしておりません。 

(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 ％

26年3月期第1四半期 2,985 8.1 △22 ― △46 ― △70 ―
25年3月期第1四半期 2,761 ― 35 ― △53 ― △56 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 22百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △120百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △12.35 ―
25年3月期第1四半期 △10.53 ―

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 8,096 581 7.2 102.43
25年3月期 7,895 558 7.1 98.39
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  581百万円 25年3月期  558百万円

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

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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) 5,541 1.1 137 ― 66 ― 34 ― 6.09
通期 11,400 5.8 395 ― 253 ― 178 ― 31.50



(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、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。また、実際の業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
業績予測のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.２「1.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。 

※  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） 26年3月期1Q 5,677,000 株 25年3月期 5,677,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 53 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,676,976 株 25年3月期1Q 5,409,967 株
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（１）経営成績に関する説明  

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国は歳出の強制削減等が景気の下押し圧力になるものの、

個人消費、住宅投資及び設備投資は堅調に回復しており、総じて緩やかな回復基調を維持しています。それに対し

て、欧州は引き続き債務問題や緊縮財政の影響により停滞が続いています。また、中国では輸出入の伸び率が大幅

に低下し、経済成長率の伸びが鈍化しています。 

国内経済は、個人消費は引き続き底堅く推移しており、公共投資は増加、設備投資は下げ止まりから持ち直し

に向かう動きがみえます。総じて景気回復の広がりを確認できる状況にあります。 

市場の回復に伴い、当社におきましても国内外に係わらず空調機器事業分野、自動車部品事業分野とも売上は

上昇基調にあります。空調機器事業分野は、世界 大のエアコン生産国である中国を中心として、売上は好調に推

移しています。自動車部品事業分野は、欧米の海外メーカー向けの新製品対応の受注獲得、国内メーカー向けでは

環境対応車関連製品を中心とした新規受注を獲得しており、将来の売上増加が期待されます。 

このような経営環境の中、当社の当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比8.1％増）と前年同期

比較で増収となりました。営業損失は 百万円（前年同期は営業利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同期は

経常損失 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。中国における

賃金上昇や時間外労働削減のための生産性向上の改善策が当期において明確な効果をもたらすには至っていないこ

とによる製造労務費の増加、且つ、中国生産で日本国内向けの製品については高水準の元高円安による急激な製造

コストの増加が続いており採算が悪化しました。 

  当社としましては、引き続き、生産性向上のための自動化・合理化の推進、グループ全体で経営体質の改善を進

めて参ります。また、海外製造拠点については中国工場に加えてアセアン地域への生産・供給の拠点となるタイ工

場を建設中です。今後は、日本国内需要への国内生産回帰も含めて、日本、中国、タイの３拠点において、 も効

率的な生産・供給体制を構築していきます。 

     

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度比 百万円の増加）（前連結会計

年度比 ％増）となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

  負債につきましては 百万円（前連結会計年度比 百万円の増加）（前連結会計年度比 ％増）となりま

した。これは主に支払手形及び買掛金などの増加によるものであります。 

  なお、純資産は為替換算調整勘定の増加 百万円及び四半期純損失 百万円の計上により、 百万円（前連結

会計年度比 百万円の増加）（前連結会計年度比 ％増）となりました。また、自己資本比率は ％（前連結会

計年度比 ポイント増）となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  今後の当社を取り巻く経営環境については、中国経済は緩やかに減速する中、米国経済の回復力の強まりを背景

に、世界経済の回復基調は維持されると推測されます。このような状況から、売上高は継続して好調に推移すると

見込まれます。当第１四半期連結累計期間におけるコスト高要因は第２四半期連結累計期間では修正される見込み

です。よって、平成25年5月8日に公表しました通期の業績予想数値に変更はありません。 

   

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,985

22 35 46

53 70 56

8,096 200

2.5

7,514 177 2.4

93 70 581

22 4.1 7.2

0.1

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 735,970 709,386

受取手形及び売掛金（純額） 2,449,553 2,655,665

商品及び製品 657,013 687,540

仕掛品 800,488 780,808

原材料及び貯蔵品 674,984 696,146

その他 177,155 158,652

流動資産合計 5,495,167 5,688,200

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 969,976 976,790

その他（純額） 1,173,752 1,163,645

有形固定資産合計 2,143,729 2,140,436

無形固定資産 17,091 16,189

投資その他の資産 239,492 251,304

固定資産合計 2,400,313 2,407,930

資産合計 7,895,480 8,096,131

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,269,399 1,521,221

短期借入金 1,734,577 1,536,908

1年内返済予定の長期借入金 817,041 861,126

1年内償還予定の社債 50,000 25,000

未払法人税等 42,813 19,829

その他 803,268 864,455

流動負債合計 4,717,101 4,828,541

固定負債   

長期借入金 1,907,795 1,972,674

退職給付引当金 533,153 541,902

資産除去債務 22,116 22,231

その他 156,748 149,319

固定負債合計 2,619,815 2,686,128

負債合計 7,336,917 7,514,669
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 591,105 591,105

資本剰余金 61,530 61,530

利益剰余金 △305,334 △375,434

自己株式 － △14

株主資本合計 347,300 277,186

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,206 6,982

為替換算調整勘定 204,056 297,292

その他の包括利益累計額合計 211,263 304,274

純資産合計 558,563 581,461

負債純資産合計 7,895,480 8,096,131
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,761,313 2,985,673

売上原価 2,244,233 2,516,102

売上総利益 517,079 469,570

販売費及び一般管理費 481,626 492,525

営業利益又は営業損失（△） 35,452 △22,954

営業外収益   

受取利息 78 36

受取配当金 1,263 1,437

為替差益 － 15,143

助成金収入 4,915 403

その他 500 1,706

営業外収益合計 6,758 18,726

営業外費用   

支払利息 29,115 30,160

手形売却損 12,566 4,303

為替差損 39,590 －

上場関連費用 13,651 －

その他 916 7,355

営業外費用合計 95,840 41,819

経常損失（△） △53,629 △46,047

特別損失   

固定資産売却損 19 1,009

固定資産除却損 － 48

特別損失合計 19 1,058

税金等調整前四半期純損失（△） △53,648 △47,105

法人税、住民税及び事業税 2,109 18,569

法人税等調整額 1,207 4,424

法人税等合計 3,316 22,993

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △56,965 △70,099

四半期純損失（△） △56,965 △70,099
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △56,965 △70,099

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,102 △224

為替換算調整勘定 △57,692 93,236

その他の包括利益合計 △63,794 93,011

四半期包括利益 △120,759 22,912

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,759 22,912

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結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）

（セグメント情報等）
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