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

25年3月期第2四半期 12,126 △1.7 △102 ― △97 ― △129 ―
24年3月期第2四半期 12,331 △7.6 232 △69.6 510 △36.0 388 △20.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △51百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 308百万円 （21.8％）

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 △6.54 ―
24年3月期第2四半期 19.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 28,275 14,485 44.4
24年3月期 29,333 14,618 43.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,557百万円 24年3月期  12,747百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
25年3月期 ― 3.75
25年3月期（予想） ― 3.75 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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  ：  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

通期 25,500 △5.0 500 △41.2 550 △63.7 500 △50.6 25.24



(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  ：  無  

(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 
 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。 

※  注記事項

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   ：  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 20,000,000 株 24年3月期 20,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 186,609 株 24年3月期 186,609 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 19,813,391 株 24年3月期2Q 19,813,428 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におきましては、復興需要等を背景に景気回復の動きが確かなものとなることが期待されるもの

の、欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然として高いなかで、世界景気に減速感が広がっております。海外経済

の状況が、金融資本市場を通じた影響も含め、我が国の景気を下押しするリスクとなっております。 

このような状況の中、当社グループにおきましても厳しい経営環境が続いております。  

当社グループの第２四半期の業績は、売上高12,126百万円（対前年同期比△1.7％）、経常損失97百万円（前年

同期は利益510百万円）、四半期純損失129百万円（前年同期は利益388百万円）となりました。 

 セグメントの状況 

［素形材事業］ 

自動車部品産業向けの受注が落ち込んだため、当事業の売上高は5,008百万円（対前年同期比△8.0％）とな

りました。 

［土木建築機材事業］ 

前期に納入が遅延していた物件が当四半期に売上計上されたため、当事業の売上高は4,594百万円（対前年

同期比2.5％）となりました。 

［産業機械事業］ 

前期好調であった射出成型機の販売が減少したものの、建機向けシリンダーが好調であったため、当事業の

売上高は2,290百万円（対前年同期比6.0％）となりました。 

［不動産賃貸事業］ 

当事業の売上高は232百万円（対前年同期比△4.5％）になりました。  

    

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想については、当第２四半期連結累計期間までの業績、景気動向の現状等を考慮し、平成24年

５月に公表しました連結業績予想を修正しております。これは、民間向けの事業分野で、欧州債務問題などの影響

で、中国や東南アジアでの景気が減速したことと、公共工事向けの事業分野で、予算の執行の遅れなどから、予定

された工事の発注が遅れたためであります。  

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,701,027 3,993,597

受取手形及び売掛金 9,544,038 7,694,291

有価証券 2,729 2,730

たな卸資産 3,899,453 4,009,377

未収入金 211,917 59,420

繰延税金資産 39,120 65,628

その他 1,013,023 705,535

貸倒引当金 △16,334 △13,628

流動資産合計 18,394,975 16,516,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,643,825 2,665,659

機械装置及び運搬具（純額） 1,804,228 1,819,638

工具、器具及び備品（純額） 194,124 201,906

土地 3,887,231 4,109,782

建設仮勘定 116,653 519,070

有形固定資産合計 8,646,063 9,316,058

無形固定資産 182,129 188,524

投資その他の資産   

投資有価証券 1,673,523 1,774,217

長期貸付金 300 250

繰延税金資産 108,669 104,484

破産更生債権等 35,066 34,325

その他 331,141 378,791

貸倒引当金 △38,006 △38,505

投資その他の資産合計 2,110,695 2,253,563

固定資産合計 10,938,889 11,758,146

資産合計 29,333,864 28,275,098
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,674,961 2,814,230

短期借入金 1,100,000 1,500,000

1年内償還予定の社債 72,800 72,800

1年内返済予定の長期借入金 2,984,934 2,752,852

未払法人税等 257,625 26,258

未払消費税等 70,131 57,306

未払費用 327,357 337,547

繰延税金負債 55,483 48,076

賞与引当金 251,345 180,722

その他 379,945 375,326

流動負債合計 9,174,584 8,165,119

固定負債   

社債 772,400 736,000

長期借入金 2,775,630 2,939,150

リース債務 219,002 298,023

繰延税金負債 120,090 76,925

退職給付引当金 771,032 763,650

役員退職慰労引当金 378,275 315,752

その他 504,294 495,070

固定負債合計 5,540,725 5,624,571

負債合計 14,715,310 13,789,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 688,042 688,042

利益剰余金 11,459,497 11,255,557

自己株式 △40,204 △40,204

株主資本合計 12,607,336 12,403,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 315,073 231,232

為替換算調整勘定 △174,911 △77,465

その他の包括利益累計額合計 140,161 153,766

少数株主持分 1,871,056 1,928,244

純資産合計 14,618,554 14,485,407

負債純資産合計 29,333,864 28,275,098
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,331,402 12,126,666

売上原価 10,052,203 10,093,182

売上総利益 2,279,198 2,033,484

販売費及び一般管理費 2,046,941 2,135,916

営業利益又は営業損失（△） 232,257 △102,432

営業外収益   

受取利息 4,454 6,520

受取配当金 15,416 18,419

受取賃貸料 6,830 7,304

為替差益 3,133 －

助成金収入 13,594 3,566

受取保険金 269,563 －

その他 30,663 35,253

営業外収益合計 343,657 71,064

営業外費用   

支払利息 46,627 39,649

為替差損 － 15,119

その他 18,377 11,262

営業外費用合計 65,005 66,030

経常利益又は経常損失（△） 510,908 △97,398

特別利益   

固定資産売却益 2,208 1,682

負ののれん発生益 － 3,275

その他 472 －

特別利益合計 2,680 4,958

特別損失   

固定資産処分損 1,326 2,909

投資有価証券評価損 5,080 －

災害による損失 2,311 －

特別損失合計 8,718 2,909

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（△）

504,870 △95,349

法人税、住民税及び事業税 130,437 24,306

法人税等調整額 △36,488 △27,656

法人税等合計 93,948 △3,349

少数株主損益調整前四半期純利益 410,922 △91,999

少数株主利益 22,215 37,639

四半期純利益又は四半期純損失（△） 388,706 △129,639
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

410,922 △91,999

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △118,204 △88,384

為替換算調整勘定 15,740 129,202

その他の包括利益合計 △102,463 40,818

四半期包括利益 308,458 △51,181

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 284,052 △116,034

少数株主に係る四半期包括利益 24,406 64,852
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該当事項はありません。   

   

   

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）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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