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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,178 △14.0 △46 ― △53 ― △55 ―
23年3月期第1四半期 1,370 52.7 53 ― 54 ― 53 ―

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 △9.20 ―
23年3月期第1四半期 8.88 ―

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 5,138 2,544 49.5
23年3月期 5,490 2,631 47.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,544百万円 23年3月期  2,631百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
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   

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) 2,650 △6.0 15 △86.7 8 △92.4 2 △97.8 0.33
通期 5,600 △3.5 140 △48.7 130 △54.5 70 △68.9 11.67



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 6,000,000 株 23年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,787 株 23年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,998,213 株 23年3月期1Q 5,998,213 株

※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報告書のレビュー手続の対象外であります。 
 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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまして
は、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報」「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により生産や輸出の大幅な減少で始まり、

ここに来て、ようやく回復基調となってまいりましたが、電力供給の制約、原発問題等が、産業界や個人消費を

停滞させており、今ひとつ殻を脱し切れない状況が続いております。 

自動車業界におきましても、寸断されたサプライチェーンは予想を上回る速さで回復しており、震災前の生産

状況に近づきつつあります。 

しかしながら、当第１四半期における自動車生産の大幅な減少により、企業収益は悪化を余儀なくされまし

た。 

この様な状況の中で、当社の売上高も、前年同期比192百万円減収の1,178百万円（前年同期比14.0%減）とな

りました。 

一方、利益面におきましても損益分岐点を下回る売上高により営業利益は前年同期比100百万円減益となり46

百万円の営業損失、経常利益は円高による為替差損が加わり、前年同期比108百万円減益となり53百万円の経常

損失、四半期純利益は前年同期比108百万円減益となり55百万円の四半期純損失となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況）  

 当第１四半期会計期間末における総資産は、売掛金等の減少により前事業年度末に比べ352百万円減少の5,138

百万円となりました。 

有利子負債は、借入金の返済により前事業年度末に比べ44百万円減少の922百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少により前事業年度末に比べ86百万円減少の2,544百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ1.6%増加の49.5%となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比

べ45百万円減少（8.0%減）の517百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比149百万円減少(63.1%減)の87百

万円となりました。 

  これは主に、税引前四半期純損失の計上及び未払金の減少によるものであります。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、前年同期比32百万円増加(126.3%増)の58百

万円となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

      当第１四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、前年同期比23百万円減少(25.2%減)の70百

万円となりました。 

     これは主に、短期借入金の返済額の減少によるものであります。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の自動車業界は、生産や輸出に持ち直しの動きが見られますが、電力不足に伴う節電のための輪番休日の

設定による生産制約、原油価格上昇に伴う原材料価格の値上げ、不透明な為替動向など問題が集積しており、企

業の収益確保は、非常に厳しいものとなっております。 

このような状況のなかで、当社は、業績の向上と新規品の受注獲得のため全社一丸となってコスト競争力強化

に傾注してまいります。  

 通期の業績予想数値は、本日、別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりでありま

す。  

  

 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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 562,860 517,734

受取手形及び売掛金 1,319,904 1,108,942

商品及び製品 99,345 93,602

仕掛品 252,045 251,500

原材料及び貯蔵品 162,479 180,260

前払費用 3,863 3,035

繰延税金資産 100,588 100,588

未収入金 530,166 388,232

その他 18,822 17,372

貸倒引当金 △1,600 △1,300

流動資産合計 3,048,475 2,659,969

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,072,440 2,072,440

減価償却累計額 △1,488,304 △1,502,575

建物（純額） 584,135 569,864

構築物 154,935 154,935

減価償却累計額 △112,882 △114,032

構築物（純額） 42,053 40,902

機械及び装置 3,545,375 3,631,808

減価償却累計額 △2,929,322 △2,967,850

機械及び装置（純額） 616,052 663,958

車両運搬具 15,649 15,649

減価償却累計額 △15,042 △15,121

車両運搬具（純額） 607 528

工具、器具及び備品 334,233 338,608

減価償却累計額 △286,568 △294,374

工具、器具及び備品（純額） 47,664 44,234

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 24,605 43,429

有形固定資産合計 1,355,480 1,403,279

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 171 144

その他 847 847

無形固定資産合計 5,911 5,884

投資その他の資産   

投資有価証券 119,531 116,483

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 267,029 258,605

その他 41,111 41,029

投資その他の資産合計 1,081,037 1,069,484

固定資産合計 2,442,429 2,478,648

資産合計 5,490,904 5,138,617



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 207,710 178,628

短期借入金 420,000 410,000

1年内返済予定の長期借入金 519,267 492,351

未払金及び未払費用 1,355,427 1,173,786

未払法人税等 77,042 3,285

資産除去債務 156 156

賞与引当金 131,241 195,480

その他の引当金 2,198 2,198

その他 4,550 5,455

流動負債合計 2,717,594 2,461,342

固定負債   

長期借入金 27,655 19,840

繰延税金負債 114,410 113,165

固定負債合計 142,065 133,005

負債合計 2,859,659 2,594,347

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,214,029 1,128,888

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,606,417 2,521,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,827 22,994

評価・換算差額等合計 24,827 22,994

純資産合計 2,631,244 2,544,269

負債純資産合計 5,490,904 5,138,617



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,370,812 1,178,026

売上原価 1,215,138 1,125,472

売上総利益 155,674 52,553

販売費及び一般管理費 102,494 99,374

営業利益又は営業損失（△） 53,179 △46,821

営業外収益   

受取利息 29 9

受取配当金 1,112 1,081

製造提携先機械等売却益 3,608 1,310

助成金収入 3,927 4,885

その他 5,169 2,403

営業外収益合計 13,846 9,691

営業外費用   

支払利息 4,678 3,379

為替差損 7,740 12,960

その他 6 －

営業外費用合計 12,424 16,339

経常利益又は経常損失（△） 54,600 △53,469

特別損失   

固定資産除却損 317 16

減損損失 － 329

その他 105 407

特別損失合計 423 753

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 54,177 △54,223

法人税等 927 927

四半期純利益又は四半期純損失（△） 53,250 △55,150



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

54,177 △54,223

減価償却費 76,706 70,153

有形固定資産除却損 317 16

減損損失 － 329

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △300

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,246 64,239

前払年金資産の増減額（△は増加） 13,483 8,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,426 －

受取利息及び受取配当金 △1,142 △1,091

支払利息 4,678 3,379

為替差損益（△は益） － 2,815

売上債権の増減額（△は増加） 11,968 210,962

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,515 △11,494

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,214 146,354

仕入債務の増減額（△は減少） 19,805 △29,082

未払金の増減額（△は減少） 91,686 △254,465

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,791 10,615

小計 249,011 166,632

利息及び配当金の受取額 1,121 1,108

利息の支払額 △4,631 △3,365

法人税等の支払額 △8,361 △76,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,140 87,518

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △25,048 △58,809

投資有価証券の取得による支出 △29 △30

投資その他の資産の増減額（△は増加） △978 △127

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,056 △58,967

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 △10,000

長期借入金の返済による支出 △44,751 △34,731

配当金の支払額 △5 △26,130

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,756 △70,861

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,326 △45,125

現金及び現金同等物の期首残高 364,768 562,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 481,095 517,734



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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