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  （百万円未満切捨て）

（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６月期第３四半期  13,277  6.6  777 △10.5  749  △8.0  280 △20.8

23年６月期第３四半期  12,452  28.0  868  73.8  815  72.7  353 －

（注）  包括利益 24年６月期第３四半期 415百万円 ( ％)19.2 23年６月期第３四半期 348百万円 ( ％)－

  
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６月期第３四半期  45.23 －

23年６月期第３四半期  57.08 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年６月期第３四半期  16,447  10,950  64.4

23年６月期  15,731  10,726  66.4

（参考）自己資本 24年６月期第３四半期 10,589百万円 23年６月期 10,437百万円 

  
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６月期  － 0.00 － 22.00  22.00

24年６月期  － 0.00 －   

24年６月期（予想）   22.00  22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  18,496  12.8  943 △8.6  897 △11.8  352  △17.9  56.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   社  （社名） 、   除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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６月期３Ｑ 6,195,000株 23年６月期 6,195,000株

②  期末自己株式数 24年６月期３Ｑ 2,123株 23年６月期 2,123株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年６月期３Ｑ 6,192,877株 23年６月期３Ｑ 6,192,894株

 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は終了しておりません。 

 本資料に掲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想のご利用にあたっての注意事項については、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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の停滞から緩やかな回復基調となりましたが、

急激な為替の変動、原油価格の高騰などの影響もあり、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。  

 当社グル－プにおいては、スマートフォン、タブレット端末向けなどのコネクタ用部品が増加傾向で推移し、カー

エレクトロニクス関連も東日本大震災からの回復需要が継続し好調に推移いたしました。 

 このような環境のなか、当社グループは引き続き、電子部品事業の生産効率向上に向けた取り組みを継続するとと

もに、経営の安定化、既存事業の充実、新規事業分野への進出に向けた各施策を推進してまいりました。特に医療機

器組立事業においては、事業の拡大に向け既存工場の増築に着手いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は132億７千７百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益７億７千７

百万円（前年同期比10.5％減）、経常利益７億４千９百万円（前年同期比8.0％減）、四半期純利益２億８千万円

（前年同期比20.8％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①金型 

 電子機器、自動車向け金型を中心に販売してまいりました。価格優先の市場志向が加速しているなか、海外での安

価な金型調達が増加しております。さらに部品生産の海外シフトが進んでいる影響で金型も現地調達の傾向が強くな

っております。このような市場環境のなか、自動車向け金型は、比較的堅調に推移しましたが、電子機器市場向け金

型は依然として厳しい状況が続いております。 

 その結果、売上高は10億５千９百万円（前年同期比7.4％増）、セグメント利益は１億７千５百万円（前年同期比

50.1％増）となりました。 

②部品 

 電子機器関連は、スマートフォン、タブレット端末向けのコネクタ用部品が新機種の造り込み需要などにより増加

傾向で推移しました。しかし、その一方で、テレビ、カメラ向けなど、その他のデジタル家電向けについては低調な

推移となりました。カーエレクトロニクス関連は東日本大震災からの回復需要が継続し好調に推移しました。  

 その結果、売上高は110億２千３百万円（前年同期比8.6％増）、セグメント利益は10億２千９百万円（前年同期比

18.7％減）となりました。 

③自動機器 

 実装機関連では、ディスペンサー、付帯ユニットは回復傾向であり、取り組みを強化している自動車関連装置も 

順調な推移となりました。しかし、その一方で、半導体関連装置、専用機は、当社顧客の需要見通しの不透明感から

設備投資計画の延期などもあり厳しい状況となりました。 

 その結果、売上高は６億３千４百万円（前年同期比41.1％減）、セグメント利益は５千７百万円（前年同期比

62.2％減）となりました。    

④その他  

 医療機器組立事業は、主力製品が徐々に増加しており順調に推移しました。また、事業の拡大、新製品の立ち上げ

に向け既存工場の増築に着手いたしました。 

 その結果、売上高は５億５千９百万円（前年同期比135.2％増）、セグメント利益は１億９百万円（前年同期比

131.5％増）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ７億１千６百万円増加して164億４千７百万円となりました。負債は、長期借入金、

１年内返済予定の長期借入金の増加などにより、４億９千２百万円増加して54億９千６百万円となりました。 

また、純資産は、利益剰余金の増加などにより、２億２千４百万円増加して109億５千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は64.4％となりました。  

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期通期の連結業績予想につきまして、平成23年８月10日に公表いたしました業績予想数値を修正して

おります。詳細につきましては、平成23年12月９日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとお

りであり、以降修正は行っておりません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。 

  

  

(追加情報)  

（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)  

 第１四半期連結会計期間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。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.43％から、平成24年７月１日に開始する連結会計年度から

平成26年７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.75％に、平成27年７月１日

に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.37％となります。この税率変更により、

繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 千円減少し、その他有価証券評価差額金は

千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、税金費用（法人税等調整

額）の増加により 千円の減少となっております。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

12,043

23,289

35,333



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６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 866,763 1,390,969

受取手形及び売掛金 3,864,279 3,923,076

商品及び製品 77,340 102,724

仕掛品 525,728 561,420

原材料及び貯蔵品 738,722 805,503

その他 239,063 272,872

流動資産合計 6,311,898 7,056,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,649,730 3,504,148

機械装置及び運搬具（純額） 2,991,943 3,183,037

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 311,133 277,842

有形固定資産合計 8,186,473 8,198,695

無形固定資産 112,050 77,970

投資その他の資産   

投資有価証券 946,959 936,388

その他 174,133 178,607

貸倒引当金 △430 △915

投資その他の資産合計 1,120,663 1,114,079

固定資産合計 9,419,187 9,390,745

資産合計 15,731,085 16,447,312



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,584,105 1,937,987

短期借入金 1,170,000 732,231

1年内返済予定の長期借入金 99,611 434,905

未払法人税等 297,131 130,439

賞与引当金 84,930 224,577

役員賞与引当金 38,100 28,950

その他 663,867 433,968

流動負債合計 3,937,746 3,923,059

固定負債   

長期借入金 92,514 543,104

退職給付引当金 632,876 662,382

役員退職慰労引当金 341,020 367,790

固定負債合計 1,066,410 1,573,276

負債合計 5,004,157 5,496,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,435,300 1,435,300

資本剰余金 1,439,733 1,439,733

利益剰余金 7,320,049 7,463,918

自己株式 △1,091 △1,091

株主資本合計 10,193,991 10,337,860

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 289,205 297,472

為替換算調整勘定 △45,332 △45,728

その他の包括利益累計額合計 243,873 251,744

少数株主持分 289,063 361,371

純資産合計 10,726,928 10,950,976

負債純資産合計 15,731,085 16,447,312



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 12,452,670 13,277,853

売上原価 10,554,156 11,518,079

売上総利益 1,898,513 1,759,774

販売費及び一般管理費 1,030,037 982,527

営業利益 868,476 777,246

営業外収益   

受取利息 397 326

受取配当金 6,709 6,557

受取賃貸料 4,708 4,639

スクラップ売却益 3,347 3,915

その他 5,062 6,020

営業外収益合計 20,224 21,460

営業外費用   

支払利息 18,990 12,887

為替差損 54,317 35,888

その他 1 2

営業外費用合計 73,310 48,777

経常利益 815,390 749,928

特別利益   

固定資産売却益 2,372 5,642

その他 － 137

特別利益合計 2,372 5,779

特別損失   

固定資産売却損 3,131 610

固定資産除却損 1,497 1,915

投資有価証券評価損 － 1,693

会員権評価損 6,900 800

貸倒引当金繰入額 420 495

その他 － 0

特別損失合計 11,948 5,514

税金等調整前四半期純利益 805,814 750,194

法人税、住民税及び事業税 455,180 376,564

法人税等調整額 △33,217 △33,883

法人税等合計 421,963 342,680

少数株主損益調整前四半期純利益 383,851 407,513

少数株主利益 30,348 127,401

四半期純利益 353,503 280,112



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 383,851 407,513

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,529 8,267

為替換算調整勘定 △20,009 △609

その他の包括利益合計 △35,539 7,657

四半期包括利益 348,312 415,171

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 324,967 287,983

少数株主に係る四半期包括利益 23,344 127,187



  該当事項はありません。 

  

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日  至 平成23年３月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（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、組立事業、賃貸事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額は以下のとおりであります。 
                           （単位：千円） 

  ※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日  至 平成24年３月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（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、組立事業、賃貸事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用 千円、棚卸資産の調整額 千円及びその他の影響額 千円が含まれ

ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

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

（単位：千円）

  
報告セグメント

その他
(注)１ 

合計 
調整額  

 (注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  987,135  10,150,757  1,076,930  12,214,823  237,847  12,452,670  － 12,452,670
セグメント間の内部
売上高又は振替高  333,357  △281,498  153,750  205,610  49,857  255,467  △255,467  －

計  1,320,493  9,869,259  1,230,681  12,420,433  287,704  12,708,138  △255,467 12,452,670

セグメント利益  117,146  1,266,696  151,902  1,535,744  47,356  1,583,100  △714,624  868,476

  前第３四半期連結累計期間

セグメント間取引消去  △10,786

全社費用※  △710,278

棚卸資産の調整額  17,865

その他  △11,425

合計  △714,624

（単位：千円）

  
報告セグメント

その他
(注)１ 

合計 
調整額  

 (注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  1,059,910  11,023,839  634,645  12,718,395  559,457  13,277,853  － 13,277,853
セグメント間の内部
売上高又は振替高  324,871  △271,073  168,155  221,953  46,977  268,930  △268,930  －

計  1,384,781  10,752,766  802,801  12,940,349  606,434  13,546,784  △268,930 13,277,853

セグメント利益  175,857  1,029,502  57,385  1,262,745  109,615  1,372,360  △595,114  777,246

△595,114 △7,121

△602,530 2,185 12,352



  該当事項はありません。 

    

  

  該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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