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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 2,935 9.4 78 48.4 80 129.1 54 267.9
24年3月期第2四半期 2,683 △4.8 53 △53.3 35 △66.5 14 △83.7

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2四半期 9.14 ―
24年3月期第2四半期 2.49 ―

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2四半期 5,352 2,784 52.0 464.21
24年3月期 5,573 2,781 49.9 463.71
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,784百万円 24年3月期  2,781百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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   

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 5,950 0.0 200 △31.3 201 △36.9 121 △32.6 20.17



(1) 四半期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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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2Q 6,000,000 株 24年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,787 株 24年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,998,213 株 24年3月期2Q 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き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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の減速や株価の低迷、長期化する円高等の影響により

下降傾向で推移しました。 

自動車業界におきましては、自動車補助金の効果もあり、当四半期前半までは順調に推移しましたが、後半に入

り欧州債務危機の再燃や中国経済の減速による国内外需要の停滞などで、厳しい状況となっております。  

この様な状況の中で、当社の売上高は、前年同期比252百万円増収の2,935百万円（前年同期比9.4%増）となりま

した。 

利益面におきましては、営業利益は前年同期比25百万円増益の78百万円（前年同期比48.4%増）、経常利益は前

年同期比45百万円増益の80百万円（前年同期比129.1%増）、四半期純利益は前年同期比39百万円増益の54百万円

（前年同期比267.9%増）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２四半期会計期間末における総資産は、流動資産等の減少により前事業年度末に比べ220百万円減少の5,352

百万円となりました。 

有利子負債は、前事業年度末に比べ17百万円減少の739百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末に比べ2百万円増加し2,784百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.1%増加の52.0%となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四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

17百万円減少（4.6%減）の358百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四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205百万円増加の131百万円とな

りました。 

  これは主に、四半期純利益の増加と売上債権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２四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1百万円増加(1.1%増)の92百万円

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２四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30百万円増加(129.0%増)の53百

万円となりました。        

 これは主に、長期借入金の返済によるものであります。    

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当事業年度における今後の国内の自動車業界は、補助金の終了及び中国における日本車メーカーの大幅な減産、

更に、長引く円高による海外生産シフトの進展などで低調に推移することが予測されます。 

このような状況のなかで、当社は新規品の獲得と業績の向上に向け、全社を上げ、引き続き取り組んでまいりま

す。 

なお、通期の業績数値は、当初の予想を若干下回る見込みであり、売上高5,950百万円（前期比増減なし）、営

業利益200百万円（前期比31.3%減)、経常利益201百万円（前期比36.9%減)、当期純利益121百万円（前期比32.6%

減)を、予想しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

（１）四半期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１四半期会計期間を含む事業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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ6,280千円増加しております。  

   

   

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 375,635 358,171

受取手形及び売掛金 1,478,360 1,252,686

商品及び製品 92,218 90,354

仕掛品 296,748 293,806

原材料及び貯蔵品 156,587 135,096

前払費用 2,728 989

繰延税金資産 89,904 89,904

未収入金 739,344 740,918

その他 13,440 8,675

貸倒引当金 △1,900 △1,700

流動資産合計 3,243,068 2,968,904

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,089,090 2,089,110

減価償却累計額 △1,539,311 △1,565,058

建物（純額） 549,779 524,052

構築物 154,935 154,935

減価償却累計額 △117,484 △119,302

構築物（純額） 37,450 35,632

機械及び装置 3,536,977 3,724,595

減価償却累計額 △3,000,187 △3,004,656

機械及び装置（純額） 536,789 719,939

車両運搬具 15,649 13,004

減価償却累計額 △15,349 △12,767

車両運搬具（純額） 300 237

工具、器具及び備品 287,892 303,740

減価償却累計額 △249,108 △262,632

工具、器具及び備品（純額） 38,784 41,107

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 70,331 17,229

有形固定資産合計 1,273,798 1,378,560

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 63 9

その他 847 847

無形固定資産合計 5,803 5,749



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,056 93,871

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 233,369 218,370

その他 41,585 33,425

投資その他の資産合計 1,050,377 999,034

固定資産合計 2,329,979 2,383,344

資産合計 5,573,047 5,352,249

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 232,158 179,920

短期借入金 430,000 475,000

1年内返済予定の長期借入金 122,845 114,830

未払金及び未払費用 1,443,018 1,388,179

未払法人税等 133,067 42,457

資産除去債務 157 156

賞与引当金 119,157 118,414

その他 12,533 13,708

流動負債合計 2,492,938 2,332,667

固定負債   

長期借入金 204,810 150,000

繰延税金負債 93,867 85,171

固定負債合計 298,677 235,171

負債合計 2,791,615 2,567,839

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 1,363,582 1,382,443

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,755,970 2,774,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,461 9,578

評価・換算差額等合計 25,461 9,578

純資産合計 2,781,431 2,784,409

負債純資産合計 5,573,047 5,352,249



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,683,124 2,935,908

売上原価 2,433,925 2,633,590

売上総利益 249,198 302,317

販売費及び一般管理費 196,156 223,597

営業利益 53,041 78,720

営業外収益   

受取利息 14 37

受取配当金 1,173 2,530

製造提携先機械等売却益 4,933 17,358

助成金収入 5,996 －

その他 6,023 17,812

営業外収益合計 18,141 37,739

営業外費用   

支払利息 6,852 4,183

為替差損 27,439 30,459

雑損失 1,700 1,200

営業外費用合計 35,992 35,843

経常利益 35,191 80,616

特別利益   

固定資産売却益 － 10,794

投資有価証券売却益 － 2,385

その他 － 11

特別利益合計 － 13,190

特別損失   

固定資産除却損 743 864

減損損失 395 14

その他 464 －

特別損失合計 1,602 878

税引前四半期純利益 33,589 92,928

法人税等合計 18,678 38,078

四半期純利益 14,910 54,850



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９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 33,589 92,928

減価償却費 142,537 73,298

有形固定資産除却損 743 864

減損損失 395 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 △200

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,717 △742

前払年金資産の増減額（△は増加） 16,840 14,998

受取利息及び受取配当金 △1,188 △2,568

支払利息 6,852 4,183

為替差損益（△は益） 4,857 3,204

有形固定資産売却損益（△は益） － △10,794

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,385

売上債権の増減額（△は増加） 37,415 225,674

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,969 26,296

その他の流動資産の増減額（△は増加） 47,914 5,421

仕入債務の増減額（△は減少） 16,712 △52,238

未払金の増減額（△は減少） △295,036 △122,878

その他の流動負債の増減額（△は減少） △940 12,666

小計 8,845 267,729

利息及び配当金の受取額 1,277 2,565

利息の支払額 △6,871 △4,762

法人税等の支払額 △77,042 △133,586

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,791 131,946

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 △86,560 △115,825

有形固定資産の売却による収入 － 9,200

投資有価証券の取得による支出 △4,641 △624

投資有価証券の売却による収入 － 6,615

投資その他の資産の増減額（△は増加） △269 8,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,471 △92,499

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） 76,000 45,000

長期借入金の返済による支出 △69,462 △62,825

配当金の支払額 △29,991 △35,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,453 △53,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,857 △3,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193,573 △17,463

現金及び現金同等物の期首残高 562,860 375,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 369,286 358,171



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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