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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 21,542 △7.4 △86 ― △345 ― △480 ―
23年3月期第3四半期 23,267 18.4 386 ― 39 ― 25 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △595百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △113百万円 （―％）

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3月期第3四半期 △28.28 ―
23年3月期第3四半期 1.51 ―

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3月期第3四半期 20,238 10,686 52.8 629.48
23年3月期 19,721 11,448 58.0 674.27
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,686百万円 23年3月期  11,447百万円

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

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  
連結業績予想については、本日（平成24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 30,100 △0.9 50 △90.2 △200 ― △380 ― △22.38



(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。 

4.  その他

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3月期3Q 17,085,034 株 23年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 107,977 株 23年3月期 107,692 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,977,301 株 23年3月期3Q 16,978,752 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、東日本大震災やタイの洪水による生産調整に加え欧州の財政問

題による世界的な景気の減速、歴史的な円高の継続など、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高21,542百万円（前年同期比7.4％減）、営業

損失86百万円（前年同期は営業利益386百万円）、経常損失345百万円（前年同期は経常利益39百万円）、四半期純

損失480百万円（前年同期は四半期純利益25百万円）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516百万円増加し20,238百万円となりま

した。現金及び預金の減少（前連結会計年度末と比較して355百万円減）、受取手形及び売掛金の減少（同318百万

円減）、新機種生産準備のための原材料及び貯蔵品の増加（同853百万円増）、新規事業の展開と生産拠点再構築

のための新工場建設及び海外子会社の設備投資による有形固定資産の増加（同376百万円増）等が主な要因であり

ます。負債は、前連結会計年度末より1,278百万円増加し9,551百万円となりました。支払手形及び買掛金の増加

（同342百万円増）、短期借入金の増加（同738百万円増）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761百万円減少し10,686百万円となりました。利益剰余金の減少（同649百万円減）等が主な要因であります。

以上の結果、自己資本比率は52.8％となり、前連結会計年度末と比較して5.2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 

今期の業績見通しにつきましては、タイの洪水による生産調整の影響は軽減され自動車部品等は増産基調になっ

てきましたが、欧州の財政問題や円高の継続による輸出の低迷なども予想されることから、通期の業績予想を修正

いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成24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 

 税金費用につきましては、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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,386,036 1,030,173

受取手形及び売掛金 6,659,951 6,341,156

商品及び製品 906,359 622,276

仕掛品 453,615 447,546

原材料及び貯蔵品 2,263,999 3,117,473

その他 677,594 917,283

貸倒引当金 △3,759 △3,732

流動資産合計 12,343,797 12,472,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,448,476 5,548,192

減価償却累計額 △3,064,630 △3,200,067

建物及び構築物（純額） 2,383,845 2,348,124

機械装置及び運搬具 3,861,557 3,909,623

減価償却累計額 △2,736,872 △2,896,394

機械装置及び運搬具（純額） 1,124,684 1,013,228

土地 2,051,052 2,034,420

その他 3,403,353 4,082,087

減価償却累計額 △2,568,173 △2,706,173

その他（純額） 835,180 1,375,914

有形固定資産合計 6,394,763 6,771,687

無形固定資産 100,596 166,027

投資その他の資産   

投資有価証券 307,564 248,676

前払年金費用 479,805 470,976

その他 119,893 133,705

貸倒引当金 △24,770 △25,070

投資その他の資産合計 882,494 828,288

固定資産合計 7,377,854 7,766,003

資産合計 19,721,651 20,238,180



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,675,600 3,017,858

短期借入金 3,377,325 4,115,554

未払法人税等 47,531 57,103

賞与引当金 372,888 170,426

製品保証引当金 32,256 18,818

その他 698,774 969,371

流動負債合計 7,204,376 8,349,132

固定負債   

長期借入金 804,877 965,174

退職給付引当金 17,275 12,978

資産除去債務 2,835 2,879

その他 243,632 221,272

固定負債合計 1,068,621 1,202,304

負債合計 8,272,997 9,551,436

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 6,691,829 6,041,869

自己株式 △49,947 △50,005

株主資本合計 11,758,196 11,108,178

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 37,364 15,070

為替換算調整勘定 △348,332 △436,505

その他の包括利益累計額合計 △310,967 △421,435

少数株主持分 1,425 －

純資産合計 11,448,654 10,686,743

負債純資産合計 19,721,651 20,238,180



（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 23,267,572 21,542,382

売上原価 20,903,237 19,448,783

売上総利益 2,364,334 2,093,598

販売費及び一般管理費 1,977,664 2,180,239

営業利益又は営業損失（△） 386,670 △86,641

営業外収益   

受取利息 6,785 13,552

受取配当金 4,029 3,921

保険解約返戻金 6,294 9,128

助成金収入 2,483 18,945

その他 43,482 82,144

営業外収益合計 63,075 127,692

営業外費用   

支払利息 38,395 32,341

為替差損 357,102 329,566

その他 14,544 24,327

営業外費用合計 410,041 386,234

経常利益又は経常損失（△） 39,703 △345,183

特別利益   

固定資産売却益 2,738 1,463

特別利益合計 2,738 1,463

特別損失   

固定資産処分損 26,149 4,689

投資有価証券評価損 16,038 26,658

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,007 －

特別損失合計 46,196 31,348

税金等調整前四半期純損失（△） △3,753 △375,067

法人税、住民税及び事業税 △22,068 71,947

過年度法人税等 － 37,593

法人税等合計 △22,068 109,540

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（△）

18,314 △484,608

少数株主損失（△） △7,295 △4,422

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,610 △480,186



（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

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（△）

18,314 △484,608

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,127 △22,294

為替換算調整勘定 △113,755 △88,173

その他の包括利益合計 △131,882 △110,467

四半期包括利益 △113,567 △595,076

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △107,018 △590,653

少数株主に係る四半期包括利益 △6,548 △4,422



 該当事項はありません。   

  

   

〔セグメント情報〕 

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22年４月１日 至 平成22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△50,720千円であり、

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

  

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 
 14,139,323  5,322,293 2,358,520  21,820,137  1,447,435  23,267,572

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 250,976  174,406  35,805  461,188  4,398  465,586

計  14,390,299  5,496,700  2,394,325  22,281,325  1,451,833  23,733,159

セグメント利益   95,330  204,285  141,417  441,034  △3,643  437,390

  
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 
 －  23,267,572

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 △465,586  －

計  △465,586  23,267,572

セグメント利益  △50,720  386,670



 当第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、産業用ロボットコン

トローラ、ＦＡ機器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

△56,858千円であり、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。    

  

 該当事項はありません。   

   

  

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

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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