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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 6,222 △22.9 △217 ― △265 ― △278 ―
23年3月期第1四半期 8,069 36.1 190 ― 26 ― 28 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △244百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △17百万円 （―％）

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 △16.39 ―
23年3月期第1四半期 1.68 ―

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1四半期 19,915 11,119 55.8 654.96
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1四半期  11,119百万円 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  ：  有   

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 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 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、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  ：  有  
 連結業績予想については、本日（平成23年７月29日）公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお知らせ」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

第2四半期(累計) 13,600 △16.2 △200 ― △230 ― △270 ― △15.90
通期 31,000 2.1 350 △31.2 300 100.6 200 57.7 11.78



(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1Q 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1Q 107,692 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1Q 16,977,342 株 23年3月期1Q 16,979,962 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における経済情勢は、中国やインドなどの新興国を中心に経済成長が続きましたが、

国内では東日本大震災により、企業活動は大きな打撃を受け、自動車業界をはじめ大幅な生産調整を余儀なくされ

たほか、電力問題や原材料価格の高騰により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１四半期連結累計期間の業績は、売上高6,222百万円（前年同期比22.9％減）、営業

損失217百万円（前年同期は営業利益190百万円）、経常損失265百万円（前年同期は経常利益26百万円）、四半期

純損失278百万円（前年同期は四半期純利益28百万円）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、前連結会計年度末より194百万円増加し、19,915百万円となり

ました。新機種生産準備のための原材料及び貯蔵品の増加（前連結会計年度末と比較して864百万円増）等が主な

要因であります。負債は、前連結会計年度末より523百万円増加し、8,796百万円となりました。支払手形及び買掛

金の増加（同392百万円増）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329百万円減少し、11,119

百万円となりました。利益剰余金の減少（同363百万円減）等が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は55.8％となり、前連結会計年度末と比較して2.2ポイント低下しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災により大きな打撃を被ったサプライチェーンの復旧が進み、生産も

回復基調に入ってきたことから前期並の売上高の確保を見込んでおります。 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な業績見通しの

算定が困難であったため未定としておりましたが、現時点において入手可能な情報や業績の動向を踏まえ開示をい

たしました。 

 詳細につきましては、本日（平成23年７月29日）公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお知ら

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 1,386,036 1,091,225

受取手形及び売掛金 6,659,951 5,701,748

商品及び製品 906,359 839,360

仕掛品 453,615 488,895

原材料及び貯蔵品 2,263,999 3,128,219

その他 677,594 845,554

貸倒引当金 △3,759 △7,060

流動資産合計 12,343,797 12,087,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,448,476 5,584,251

減価償却累計額 △3,064,630 △3,118,292

建物及び構築物（純額） 2,383,845 2,465,958

機械装置及び運搬具 3,861,557 3,905,233

減価償却累計額 △2,736,872 △2,827,660

機械装置及び運搬具（純額） 1,124,684 1,077,572

土地 2,051,052 2,048,494

その他 3,403,353 3,804,172

減価償却累計額 △2,568,173 △2,618,936

その他（純額） 835,180 1,185,236

有形固定資産合計 6,394,763 6,777,261

無形固定資産 100,596 174,570

投資その他の資産   

投資有価証券 307,564 299,274

前払年金費用 479,805 477,098

その他 119,893 124,329

貸倒引当金 △24,770 △24,800

投資その他の資産合計 882,494 875,902

固定資産合計 7,377,854 7,827,735

資産合計 19,721,651 19,915,678



（単位：千円）

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 2,675,600 3,067,709

短期借入金 3,377,325 3,500,790

未払法人税等 47,531 10,173

賞与引当金 372,888 535,704

製品保証引当金 32,256 26,011

その他 698,774 672,283

流動負債合計 7,204,376 7,812,672

固定負債   

長期借入金 804,877 714,976

退職給付引当金 17,275 16,888

資産除去債務 2,835 2,850

その他 243,632 248,822

固定負債合計 1,068,621 983,537

負債合計 8,272,997 8,796,210

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 6,328,709

自己株式 △49,947 △49,947

株主資本合計 11,758,196 11,395,076

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 30,204

為替換算調整勘定 △348,332 △305,813

その他の包括利益累計額合計 △310,967 △275,608

少数株主持分 1,425 －

純資産合計 11,448,654 11,119,467

負債純資産合計 19,721,651 19,915,678



（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：千円）

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 8,069,679 6,222,552

売上原価 7,231,219 5,710,162

売上総利益 838,460 512,389

販売費及び一般管理費 648,270 729,947

営業利益又は営業損失（△） 190,189 △217,558

営業外収益   

受取利息 1,367 3,312

受取配当金 1,630 1,918

保険解約返戻金 720 8,556

その他 13,681 22,646

営業外収益合計 17,399 36,432

営業外費用   

支払利息 12,749 10,261

為替差損 157,782 66,249

その他 10,571 7,371

営業外費用合計 181,102 83,882

経常利益又は経常損失（△） 26,486 △265,008

特別利益   

固定資産売却益 2,922 845

特別利益合計 2,922 845

特別損失   

固定資産処分損 6,341 9

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 10,349 9

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（△）

19,059 △264,171

法人税等 △5,614 15,434

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（△）

24,674 △279,605

少数株主損失（△） △3,840 △1,372

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,514 △278,233



（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：千円）

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（△）

24,674 △279,605

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,765 △7,159

為替換算調整勘定 △5,441 42,465

その他の包括利益合計 △42,206 35,306

四半期包括利益 △17,532 △244,299

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,928 △242,873

少数株主に係る四半期包括利益 △2,604 △1,425



 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） 

（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△13,906千円であり、

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 
 4,702,309  2,016,481 826,244  7,545,034  524,644  8,069,679

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 95,627  55,571  7,831  159,030  768  159,799

計  4,797,936  2,072,052  834,076  7,704,065  525,413  8,229,479

セグメント利益  64,808  79,447  48,357  192,614  11,482  204,096

  
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 
 －  8,069,679

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 △159,799  －

計  △159,799  8,069,679

セグメント利益  △13,906  190,189



 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） 

（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△17,639千円であり、

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 
 3,843,803  1,560,847 437,475  5,842,127  380,424  6,222,552

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 71,187  47,131  16,202  134,521  413  134,935

計  3,914,991  1,607,979  453,677  5,976,648  380,838  6,357,487

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △259,566  54,397  26,751  △178,417  △21,501  △199,919

  
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 
 －  6,222,552

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 △134,935  －

計  △134,935  6,222,552

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △17,639  △217,558

（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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