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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 22,829 6.0 △40 ― △24 ― △255 ―
24年3月期第3四半期 21,542 △7.4 △86 ― △345 ― △480 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △289百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △595百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △15.06 ―
24年3月期第3四半期 △28.28 ―

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

25年3月期第3四半期 20,936 10,661 50.9 627.77
24年3月期 21,135 11,122 52.6 654.80
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,655百万円 24年3月期  11,116百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  
 連結業績予想につきましては、本日（平成25年１月31日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 31,500 2.8 100 △49.4 300 422.2 30 ― 1.77



(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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想の前提となる仮定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、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 17,085,034 株 24年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 111,143 株 24年3月期 108,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,974,675 株 24年3月期3Q 16,977,301 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経済情勢は、震災復興需要や政策効果により緩やかな回復傾向にありました

が、新興国・欧州経済の減速、尖閣諸島問題に端を発した中国市場での日本製品不買運動等から厳しい状況で推移

いたしました。 

 このような状況の中、当社グループは「Start New ASTI」のスローガンのもと海外拠点のビジネス拡大に注力す

るとともに、国内においては掛川新工場を核とした生産体制の合理化、経費削減を進めてまいりました。当第３四

半期連結累計期間の業績は、売上高は海外拠点を中心に前期比増加しましたが、第３四半期における中国市場での

日本製品不買運動の影響により電装品の販売が当初計画を下回り、売上高 百万円（前年同期比6.0％増）、

営業損失 百万円（前年同期は営業損失 百万円）となりました。また、円安傾向による為替換算損失の解消によ

り、経常損失 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、国内生産拠点の再編成に伴う固定資産の減損損失や税

負担等により、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）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における総資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となり

ました。受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末と比較して 百万円減）及び有形固定資産の増加（同

百万円増）等が主な要因であります。負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりまし

た。支払手形及び買掛金の減少（同 百万円減）及び借入金の増加（同 百万円増）等が主な要因でありま

す。純資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりました。利益剰余金の減少（同 百

万円減）等が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は50.9％となり、前連結会計年度末と比較して1.7ポイント減少しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、日中関係悪化による電装品の販売減少と円安による為替換算益の発生を見込み

当期連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては本日（平成25年１月31日）公表いたしました「通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

（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をしております。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ 百万円減少しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

22,829

40 86

24 345

255 480

199 20,936

661 343

260 10,274

667 1,806

460 10,661 425

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

49



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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,325,868 1,094,043

受取手形及び売掛金 6,487,515 5,825,571

商品及び製品 513,294 692,324

仕掛品 498,397 543,110

原材料及び貯蔵品 2,704,283 2,519,117

その他 774,373 1,110,055

貸倒引当金 △7,099 △3,653

流動資産合計 12,296,633 11,780,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,555,679 7,272,771

減価償却累計額 △3,225,313 △3,440,510

建物及び構築物（純額） 2,330,366 3,832,261

機械装置及び運搬具 4,111,722 4,415,817

減価償却累計額 △2,981,110 △2,995,014

機械装置及び運搬具（純額） 1,130,611 1,420,802

土地 2,040,391 2,032,065

その他 5,015,175 3,701,416

減価償却累計額 △2,758,635 △2,885,508

その他（純額） 2,256,540 815,908

有形固定資産合計 7,757,909 8,101,038

無形固定資産 211,382 207,474

投資その他の資産   

投資有価証券 289,930 281,332

前払年金費用 467,422 453,842

その他 137,438 138,741

貸倒引当金 △25,220 △26,720

投資その他の資産合計 869,571 847,196

固定資産合計 8,838,863 9,155,709

資産合計 21,135,497 20,936,278



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,143,577 2,475,697

短期借入金 3,439,600 4,561,820

未払法人税等 93,193 75,829

賞与引当金 321,449 49,320

製品保証引当金 33,746 20,133

その他 1,276,757 687,942

流動負債合計 8,308,325 7,870,743

固定負債   

長期借入金 1,485,277 2,170,023

退職給付引当金 18,087 25,529

資産除去債務 925 941

その他 200,864 207,140

固定負債合計 1,705,155 2,403,635

負債合計 10,013,480 10,274,378

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,390,987 5,965,545

自己株式 △50,206 △50,664

株主資本合計 11,457,095 11,031,195

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,694 44,799

為替換算調整勘定 △385,764 △420,272

その他の包括利益累計額合計 △341,070 △375,472

少数株主持分 5,991 6,176

純資産合計 11,122,017 10,661,899

負債純資産合計 21,135,497 20,936,278



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 21,542,382 22,829,033

売上原価 19,448,783 20,543,779

売上総利益 2,093,598 2,285,253

販売費及び一般管理費 2,180,239 2,325,481

営業損失（△） △86,641 △40,227

営業外収益   

受取利息 13,552 5,676

受取配当金 3,921 4,351

為替差益 － 4,085

保険解約返戻金 9,128 2,689

補助金収入 － 20,372

その他 101,090 63,465

営業外収益合計 127,692 100,639

営業外費用   

支払利息 32,341 44,515

為替差損 329,566 －

支払補償費 － 20,177

その他 24,327 20,465

営業外費用合計 386,234 85,158

経常損失（△） △345,183 △24,746

特別利益   

固定資産売却益 1,463 3,438

特別利益合計 1,463 3,438

特別損失   

固定資産処分損 4,689 8,675

減損損失 － 90,353

投資有価証券評価損 26,658 13,228

その他 － 1,700

特別損失合計 31,348 113,956

税金等調整前四半期純損失（△） △375,067 △135,264

法人税等 71,947 120,127

過年度法人税等 37,593 －

法人税等合計 109,540 120,127

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △484,608 △255,392

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,422 296

四半期純損失（△） △480,186 △255,688



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △484,608 △255,392

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,294 105

為替換算調整勘定 △88,173 △34,619

その他の包括利益合計 △110,467 △34,513

四半期包括利益 △595,076 △289,906

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △590,653 △290,091

少数株主に係る四半期包括利益 △4,422 184



 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

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  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

（単位：千円）

（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、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社

費用 千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費で

あります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行って

おります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 14,283,210  4,780,372 1,414,438  20,478,022  1,064,359  21,542,382

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 194,189  137,982  53,799  385,971  3,456  389,428

計  14,477,400  4,918,355  1,468,238  20,863,994  1,067,816  21,931,811

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △209,580  220,571  36,723  47,714  △77,497  △29,783

  
調整額 
（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  21,542,382

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △389,428  －

計  △389,428  21,542,382

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △56,858  △86,641

△56,858



 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（単位：千円）

（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、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社

費用 千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費

であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行って

おります。 

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 15,622,551  5,258,293 851,947  21,732,792  1,096,240  22,829,033

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 211,084  226,635  12,310  450,030  16,803  466,833

計  15,833,636  5,484,928  864,258  22,182,823  1,113,043  23,295,867

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △51,297  217,825  24,616  191,144  △80,700  110,444

  
調整額 
（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  22,829,033

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △466,833  －

計  △466,833  22,829,033

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △150,671  △40,227

△150,671
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