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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 55,873 16.7 1,012 55.0 1,286 192.0 931 ―
25年3月期第2四半期 47,842 29.9 653 △47.0 440 △61.9 △76 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,387百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △121百万円 （―％）

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2四半期 61.13 ―
25年3月期第2四半期 △4.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 72,138 16,654 22.1
25年3月期 64,877 16,598 24.5
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  15,980百万円 25年3月期  15,946百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 4.50 ― 3.00 7.50
26年3月期 ― 4.50
26年3月期（予想） ― ― ―

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、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 117,000 24.2 2,400 ― 2,800 ― 1,400 ― 113.11



(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  
（注）詳細は、添付資料P.2「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上
記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、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。 
 
２.当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１
四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。 

※  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2Q 19,410,000 株 25年3月期 19,410,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 7,032,830 株 25年3月期 3,031,300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 15,235,082 株 25年3月期2Q 16,381,404 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済・金融政策の効果に対する期待感から

景況感は回復しつつあるものの、欧州の債務問題の長期化や中国経済の景気減速により不安定な状況が続きまし

た。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における売上高は、国内の得意先の減産はあったものの、為

替換算差及び北米得意先の増産影響により前年比16.7％増の55,873百万円となりました。損益面では、増収影響

により営業利益は前年同期比55.0％増の1,012百万円となりました。また、為替差益の影響等により経常利益は前

年同期比192.0％増の1,286百万円、四半期純利益は931百万円（前年同期は76百万円の四半期純損失）となりまし

た。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、72,138百万円となり、前連結会計年度に比べ7,261百万円

増加しました。これは受取手形及び売掛金の増加5,037百万円、有形固定資産の増加3,456百万円が主な要因であ

ります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、55,484百万円となり、前連結会計年度に比べ7,205百万円

増加しました。これは長短借入金の増加4,634百万円、支払手形及び買掛金の増加2,397百万円が主な要因であり

ます。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、16,654百万円となり、前連結会計年度に比べ56百万円増

加しました。これは為替換算調整勘定の増加1,193百万円、利益剰余金の増加882百万円、その他有価証券評価差

額金の増加159百万円、純資産の控除項目である自己株式の増加2,200百万円が主な要因であります。   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年４月26日に発表した平成26年３月期の連結業績につきましては、次のとおり修正しております。詳細

は、同日発表の「第２四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

通期連結業績予想の修正  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、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しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：百万円）

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

前回予想（Ａ)   110,000 1,900 1,600  800

今回修正（Ｂ）  117,000 2,400 2,800  1,400

増減額（Ｂ－Ａ）   7,000 500 1,200  600

増減率 6.3%    26.3%    75.0%      75.0％

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,364 7,961

受取手形及び売掛金 13,129 18,166

製品 1,864 1,963

原材料 7,045 7,490

仕掛品 1,098 1,199

貯蔵品 1,286 1,632

繰延税金資産 539 572

その他 3,078 2,972

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 38,404 41,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,757 8,716

機械装置及び運搬具（純額） 7,484 7,887

工具、器具及び備品（純額） 1,809 2,496

土地 4,290 4,351

その他（純額） 890 2,234

有形固定資産合計 22,231 25,687

無形固定資産   

その他 883 978

無形固定資産合計 883 978

投資その他の資産   

投資有価証券 2,154 2,422

繰延税金資産 602 507

その他 615 599

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 3,359 3,516

固定資産合計 26,473 30,182

資産合計 64,877 72,138
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,647 15,044

短期借入金 15,067 19,917

1年内償還予定の社債 340 340

未払法人税等 133 354

繰延税金負債 205 304

賞与引当金 935 1,055

役員賞与引当金 37 18

製品保証引当金 1,740 1,738

その他 4,669 4,474

流動負債合計 35,776 43,247

固定負債   

社債 1,360 1,190

長期借入金 6,483 6,267

繰延税金負債 964 1,017

退職給付引当金 2,871 2,884

役員退職慰労引当金 393 393

その他 429 483

固定負債合計 12,502 12,236

負債合計 48,279 55,484

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206 3,206

資本剰余金 3,184 3,184

利益剰余金 14,488 15,370

自己株式 △2,065 △4,266

株主資本合計 18,813 17,494

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 741 900

為替換算調整勘定 △3,608 △2,414

その他の包括利益累計額合計 △2,867 △1,514

少数株主持分 652 674

純資産合計 16,598 16,654

負債純資産合計 64,877 72,138
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 47,842 55,873

売上原価 43,598 51,746

売上総利益 4,244 4,127

販売費及び一般管理費 3,590 3,114

営業利益 653 1,012

営業外収益   

受取利息 33 11

受取配当金 18 20

投資不動産賃貸料 32 32

為替差益 － 356

持分法による投資利益 4 2

雑収入 136 159

営業外収益合計 225 583

営業外費用   

支払利息 143 177

為替差損 197 －

雑損失 97 132

営業外費用合計 437 309

経常利益 440 1,286

特別利益   

固定資産売却益 － 156

投資有価証券売却益 － 1

負ののれん発生益 － 28

特別利益合計 － 186

税金等調整前四半期純利益 440 1,472

法人税等 529 524

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（△）

△89 947

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12 16

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76 931
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△89 947

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △153 158

為替換算調整勘定 120 1,281

その他の包括利益合計 △32 1,440

四半期包括利益 △121 2,387

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △114 2,284

少数株主に係る四半期包括利益 △7 103
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該当事項はありません。     

   

 当社は、平成25年８月５日開催の取締役会決議に基づき、自己株式4,000,000株の取得を行いました。この結果、

当第２四半期連結累計期間において自己株式が2,200百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式

が4,266百万円となっております。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

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 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

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 

（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）

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 北米 中国 東南アジア 

売上高           

外部顧客への売上高 20,757 18,332 7,898  853 47,842

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3,553 21 430  3,226 7,231

計 24,311 18,353 8,328  4,079 55,073

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
794 △1,282 813  252 577

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  577

セグメント間取引消去  △1

その他の調整  76

四半期連結損益計算書の営業利益  653

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 北米 中国 東南アジア 

売上高           

外部顧客への売上高 18,262 26,200 8,718  2,692 55,873

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3,279 415 589  3,817 8,101

計 21,541 26,616 9,308  6,510 63,975

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
638 △866 946  183 902
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

前第３四半期連結会計期間より、量的重要性が増したことに伴い、「その他」に含めておりました「東南ア

ジア」を報告セグメントとしております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したも

のを開示しております。  

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  902

セグメント間取引消去  78

その他の調整  32

四半期連結損益計算書の営業利益  1,012
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