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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 9,040 △28.8 △233 ― △365 ― △243 ―

23年3月期第1四半期 12,689 71.4 659 ― 579 ― 219 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △242百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 11百万円 （―％）

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1四半期 △2.74 ―

23年3月期第1四半期 2.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 35,949 12,572 30.1
23年3月期 39,426 13,081 28.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,834百万円 23年3月期  11,298百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 20,000 △29.3 200 △86.4 50 △95.4 50 △93.7 0.56
通期 50,000 △5.1 1,700 △25.1 1,400 △18.0 900 △26.5 10.14



(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２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。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

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3月期1Q 92,500,996 株 23年3月期 92,500,996 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,782,407 株 23年3月期 3,774,423 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 88,721,771 株 23年3月期1Q 81,327,981 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、中国などアジアにおいては堅調に推移したものの、欧米においては、

次第に減速感が強まってきました。 

 また、わが国においては、東日本大震災の影響から生産活動が落ち込み、景況は急激に悪化しました。 

 そのような環境下、エレクトロニクス市場におきましては、新興国市場が引き続き拡大し、スマートフォンやタ

ブレットＰＣなど携帯情報端末の需要が増加したものの、震災に伴う供給体制の混乱や消費減退に伴い、自動車や

家電向けの生産が停滞したことから、電子部品需要は総じて減少となりました。 

 こうした状況のなかで、当社グループは、全般的なコストの削減に努めましたが、受注減による影響を主因に、

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高9,040百万円（前年同期比△28.8％）、営業損失233百万円（前年

同期は営業利益659百万円）、経常損失365百万円（前年同期は経常利益579百万円）、四半期純損失243百万円（前

年同期は四半期純利益219百万円）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電子部品 

 電子部品は、自動車や家電向けに各品種とも受注が総じて減少し、売上高8,092百万円（前年同期比△28.9％）

営業利益10百万円（前年同期比△98.8％）となりました。 

②金型・機械設備 

 金型・機械設備は、新規モデル向けの金型需要が停滞したことを主因に、売上高300百万円(前年同期比△6.2％)

営業損失21百万円（前年同期は営業損失40百万円）となりました。 

③その他 

 その他は、商品仕入及び不動産業等にかかる事業であり、売上高750百万円（前年同期比△29.1％）、営業利益 

3百万円（前年同期比△92.5％）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が1,962百万円減少

し、売上高の減少に伴い、受取手形及び売掛金が1,149百万円減少したことを主因に、3,477百万円減少しました。

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が1,947百万

円減少し、有利子負債が長期借入金の返済を主体に501百万円減少したことを主因に、2,968百万円の減少となりま

した。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、四半期純損失により243百万円

減少し、配当金の支払いにより266百万円減少したを主因に、508百万円の減少となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の業績予想につきましては、平成23年５月12日の公表から変更ありません。 

 なお、業績予想につきましては、現時点で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。 

（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 

 税金費用については、第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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。 

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,344 5,381

受取手形及び売掛金 8,434 7,285

商品及び製品 1,103 1,276

仕掛品 3,610 3,536

原材料及び貯蔵品 1,107 948

繰延税金資産 709 709

その他 832 444

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 23,111 19,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,430 3,419

機械装置及び運搬具（純額） 4,622 4,477

土地 3,188 3,171

その他（純額） 483 505

有形固定資産合計 11,724 11,574

無形固定資産 213 247

投資その他の資産   

投資有価証券 1,772 1,787

繰延税金資産 1,923 1,923

その他 1,209 1,335

貸倒引当金 △527 △472

投資その他の資産合計 4,377 4,574

固定資産合計 16,315 16,397

資産合計 39,426 35,949



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,227 7,280

1年内償還予定の社債 50 50

短期借入金 3,954 4,122

未払法人税等 179 23

賞与引当金 358 527

その他 1,813 1,251

流動負債合計 15,583 13,255

固定負債   

長期借入金 6,320 5,652

繰延税金負債 455 448

退職給付引当金 3,358 3,407

その他 626 612

固定負債合計 10,761 10,120

負債合計 26,345 23,376

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,200 5,200

資本剰余金 5,626 5,626

利益剰余金 1,775 1,275

自己株式 △684 △686

株主資本合計 11,917 11,415

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △162 △135

繰延ヘッジ損益 △26 △22

土地再評価差額金 607 598

為替換算調整勘定 △1,038 △1,020

その他の包括利益累計額合計 △619 △581

少数株主持分 1,783 1,738

純資産合計 13,081 12,572

負債純資産合計 39,426 35,949



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 12,689 9,040

売上原価 10,918 8,266

売上総利益 1,771 773

販売費及び一般管理費 1,111 1,006

営業利益又は営業損失（△） 659 △233

営業外収益   

受取利息 10 12

受取配当金 14 14

デリバティブ評価益 29 0

その他 15 21

営業外収益合計 69 48

営業外費用   

支払利息 48 53

為替差損 69 49

休業費用 3 49

その他 28 27

営業外費用合計 150 180

経常利益又は経常損失（△） 579 △365

特別利益   

固定資産売却益 0 12

貸倒引当金戻入額 2 －

受取保険金 4 2

その他 0 3

特別利益合計 8 18

特別損失   

減損損失 － 15

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 79 11

損害賠償金 48 －

その他 6 1

特別損失合計 134 29

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

453 △375

法人税等 230 △88

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（△）

222 △287

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △43

四半期純利益又は四半期純損失（△） 219 △243



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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（△）

222 △287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 26

繰延ヘッジ損益 0 3

為替換算調整勘定 △139 14

その他の包括利益合計 △211 44

四半期包括利益 11 △242

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62 △196

少数株主に係る四半期包括利益 △50 △46



 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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 

（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、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。 

   ２．セグメント利益の調整額△236百万円には、セグメント間取引消去26百万円、のれんの償却額△1百

万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△260百万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であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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 

（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、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。 

   ２．セグメント利益の調整額△225百万円には、セグメント間取引消去17百万円、のれんの償却額△3百

万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△239百万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であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 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

  （単位：百万円）

  

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） 
電子部品 

金型・ 

機械設備 
計 

売上高    

外部顧客への売上高  11,384  285  11,669  1,019  12,689  ―  12,689

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  35  35  39  74  △74  ―

計  11,384  320  11,704  1,059  12,764  △74  12,689

セグメント利益又は損失

（△） 
 895  △40  854  41  895  △236  659

  （単位：百万円）

  

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） 
電子部品 

金型・ 

機械設備 
計 

売上高    

外部顧客への売上高  8,092  236  8,328  711  9,040  ―  9,040

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  64  64  39  103  △103  ―

計  8,092  300  8,392  750  9,143  △103  9,040

セグメント利益又は損失

（△） 
 10  △21  △10  3  △7  △225  △233

（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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