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1.  平成24年5月期第3四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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 ％

24年5月期第3四半期 25,858 △0.5 1,287 △6.0 1,123 △1.9 606 △61.8

23年5月期第3四半期 25,987 2.4 1,370 1.9 1,145 9.5 1,588 45.8

（注）包括利益 24年5月期第3四半期 554百万円 （△64.9％） 23年5月期第3四半期 1,578百万円 （―％）

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5月期第3四半期 28.99 ―

23年5月期第3四半期 75.86 ―

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5月期第3四半期 25,794 7,344 26.7 328.94
23年5月期 23,512 6,903 27.2 305.02

（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  6,885百万円 23年5月期  6,384百万円

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

23年5月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年5月期 ― 2.00 ―

24年5月期（予想） 2.00 4.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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  ：  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

通期 35,500 5.4 1,550 6.0 1,250 2.4 850 △40.2 40.60



(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  

(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
財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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
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。 

4.  その他

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5月期3Q 21,121,569 株 23年5月期 21,121,569 株

② 期末自己株式数 24年5月期3Q 190,218 株 23年5月期 189,257 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期3Q 20,931,901 株 23年5月期3Q 20,934,375 株
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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、昨年３月に発生した東日本大震災や欧州諸国の財政危機による

 金融不安に加えて、円高の長期化や原油価格の高騰などにより、景気の先行きは不透明な状況が依然として続いてお

 ります。 

  当社グループを取り巻く業界では、昨年10月にタイ国において発生した大洪水による顧客の生産調整やサプライチ

 ェーンの回復の遅れ等の影響もあり、低調に推移しました。タイ国の洪水においては、当社の連結子会社  

 （SANKO GOSEI THAILAND LTD.）も浸水被害を受けましたが、代替生産等の対応にグループを挙げて取り組むととも 

 に、４月下旬の本格稼動に向けて、復旧作業を行っております。 

  このような厳しい状況ではありましたが、当社グループは、内製化をはじめとする生産効率の向上を図るととも 

 に、労務費や経費の圧縮に努め、原価低減活動を積極的に進めてまいりました。 

  これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は25,858百万円（前年同期比0.5％ 

 減）、営業利益は1,287百万円（前年同期比6.0％減）、経常利益は1,123百万円（前年同期比1.9％減）、四半期純利

 益は606百万円（前年同期比61.8％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 日本 

   成形品部門では、ＯＡ機器用部品は受注先の海外への生産移管の影響もあり減収となりました。車両部品は、自動

  車メーカーの生産台数の回復もあり、内外装部品及び機能部品とも微増となりました。また、金型部門では車両向け

  の低迷もあり減収となりました。この結果、売上高は13,546百万円（前年同期比2.6％減）となり、セグメント利益 

  は1,143百万円（前年同期比8.9％増）となりました。 

  ② 欧州 

   車両用内外装部品や薄型テレビ部品は、日本における震災やタイ国の洪水による影響と需要の低迷もあり減収とな

  りましたが、車両向け金型の売上が大きく寄与し、売上高は2,361百万円（前年同期比12.3％増）となり、セグメン 

  ト利益は20百万円（前年同期比55.1％減）となりました。 

  ③ アジア 

   タイ及びインドネシアでは、車両用内外装部品及び機能部品が洪水による生産活動の停滞の影響を受け受注が減少

  し、売上高は9,951百万円（前年同期比0.2％減）となり、セグメント利益は453百万円（前年同期比19.4％減）とな 

  りました。 

  

なお、部門別の売上の状況は、次のとおりであります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

 部門別 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年６月１日 

  至 平成24年２月29日） 

売上高（百万円）  前年同四半期比（％）

 成形品  情報・通信機器         5,554        △12.5 

   車両         15,551        △2.9 

   家電その他         1,665        △28.6 

 成形品計         22,771        △7.8 

 金型         3,086        140.1 

 合計         25,858         △0.5 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    資産、負債及び純資産の状況 

    当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、25,794百万円（前連結会計年度末比2,282百万円増）となりまし 

   た。流動資産は13,814百万円と前連結会計年度末比1,733百万円増加しておりますが、受取手形及び売掛金の増加 

   1,035百万円並びにたな卸資産の増加390百万円によるものであります。固定資産は11,980百万円と前連結会計年度

   末比548百万円増加しておりますが、これは、有形固定資産の設備投資による増加563百万円が主な要因でありま 

   す。 

    当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、18,450百万円（前連結会計年度末比1,840百万円増）となりまし 

   た。これは、支払手形及び買掛金の増加431百万円並びに設備投資等に伴う未払金等流動負債その他の増加1,108百

   万円によるものであります。 

    当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、7,344百万円（前連結会計年度末比441百万円増）となりました。

   これは、利益剰余金の増加523百万円及び少数株主持分の減少59百万円によるものであります。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

        通期の業績につきましては、平成23年７月８日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

       

（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 

 税金費用の計算   

  当第３四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。 

   

（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。   

   

２．サマリー情報（その他）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23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,757,741 2,818,964

受取手形及び売掛金 6,472,669 7,508,083

商品及び製品 533,238 516,253

仕掛品 632,860 912,879

原材料及び貯蔵品 391,767 519,006

その他 1,292,729 1,539,204

流動資産合計 12,081,006 13,814,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,821,235 3,653,407

機械装置及び運搬具（純額） 2,496,957 2,419,602

土地 2,625,778 2,606,266

建設仮勘定 581,896 868,238

その他（純額） 755,412 1,296,947

有形固定資産合計 10,281,279 10,844,461

無形固定資産   

その他 106,763 140,198

無形固定資産合計 106,763 140,198

投資その他の資産   

投資有価証券 655,165 682,798

その他 388,560 313,011

投資その他の資産合計 1,043,726 995,810

固定資産合計 11,431,769 11,980,470

資産合計 23,512,775 25,794,863
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,385,741 5,816,959

短期借入金 1,069,468 1,336,992

1年内返済予定の長期借入金 2,056,880 2,271,880

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 106,293 82,400

役員賞与引当金 18,772 －

その他 2,013,037 3,121,517

流動負債合計 10,750,193 12,729,750

固定負債   

社債 400,000 300,000

長期借入金 4,578,080 4,342,290

退職給付引当金 87,345 122,136

役員退職慰労引当金 96,012 88,262

負ののれん 3,315 2,071

その他 694,513 865,846

固定負債合計 5,859,266 5,720,606

負債合計 16,609,460 18,450,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,890,800 1,890,800

資本剰余金 1,742,393 1,742,393

利益剰余金 3,860,308 4,383,566

自己株式 △38,711 △38,872

株主資本合計 7,454,790 7,977,887

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 772

為替換算調整勘定 △1,069,876 △1,093,361

その他の包括利益累計額合計 △1,069,874 △1,092,588

少数株主持分 518,399 459,207

純資産合計 6,903,315 7,344,505

負債純資産合計 23,512,775 25,794,863
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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６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 25,987,503 25,858,827

売上原価 21,547,494 21,516,600

売上総利益 4,440,009 4,342,226

販売費及び一般管理費 3,069,594 3,054,479

営業利益 1,370,415 1,287,747

営業外収益   

受取利息及び配当金 14,075 11,028

持分法による投資利益 35,066 10,978

スクラップ収入 19,993 19,136

その他 57,821 45,681

営業外収益合計 126,956 86,824

営業外費用   

支払利息 213,859 205,456

為替差損 96,039 19,307

その他 42,447 26,056

営業外費用合計 352,346 250,821

経常利益 1,145,025 1,123,750

特別利益   

固定資産売却益 76,240 441

スワップ差益 13,503 －

負ののれん発生益 － 24,580

特別利益合計 89,744 25,022

特別損失   

固定資産除却損 26,654 22,553

固定資産売却損 3,338 3,579

スワップ差損 － 5,982

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,539 －

投資有価証券評価損 21,716 －

関係会社清算損 28,497 －

過年度消費税等 － 15,215

災害による損失 － 147,204

その他 10,022 18,894

特別損失合計 95,768 213,429

税金等調整前四半期純利益 1,139,001 935,343

法人税等 △509,075 342,552

少数株主損益調整前四半期純利益 1,648,076 592,790

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59,831 △14,195

四半期純利益 1,588,244 606,985
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（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６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,648,076 592,790

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,253 770

為替換算調整勘定 △47,777 △27,378

持分法適用会社に対する持分相当額 △27,005 △11,940

その他の包括利益合計 △69,529 △38,548

四半期包括利益 1,578,547 554,242

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,543,028 584,271

少数株主に係る四半期包括利益 35,518 △30,028
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 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６月１日 至 平成23年２月28日） 

  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 

                                            （単位：千円）

 （注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去4,236千円及び各報告セグメントに配分してい 

            ない全社費用△279,404千円であります。 

    ２．セグメント利益又は損失は、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６月１日 至 平成24年２月29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 

                                            （単位：千円）

 （注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去35,102千円及び各報告セグメントに配分していない全社

      費用△365,558千円であります。      

    ２．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。 

  

  ２．報告セグメントの変更等に関する情報 

 「北米」セグメントを構成しておりました「RICH MOUNT INC.」が前連結会計年度において清算されたため、

第１四半期連結会計期間から、「北米」セグメントを報告セグメントとして記載する事業セグメントから除外し

ております。 

   

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１  
  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 日本 欧州 アジア 北米 計

売上高                                      

(1）外部顧客への売上高  13,913,102 2,102,355 9,971,977 67  25,987,503  － 25,987,503

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 1,164,167 － 716,435 －  1,880,603 (1,880,603) －

計  15,077,270 2,102,355 10,688,412 67  27,868,106 (1,880,603) 25,987,503

セグメント利益又は損失（△）  1,050,541 46,490 562,326 △13,775  1,645,582 (275,167) 1,370,415

  

報告セグメント   
調整額 

（注）１  
  

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２ 日本 欧州 アジア 計

売上高                                

(1）外部顧客への売上高  13,546,221 2,361,431 9,951,174 25,858,827  － 25,858,827

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 725,914 2,389 523,135 1,251,440  (1,251,440) －

計  14,272,136 2,363,821 10,474,309 27,110,267  (1,251,440) 25,858,827

セグメント利益  1,143,944 20,897 453,360 1,618,202  (330,455) 1,287,747

（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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