
  

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） 

  

（注）１．当社は平成24年３月期第２四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第

２四半期および平成25年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

２．当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。  
  

（２）連結財政状態 

  
２．配当の状況 

  

  
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） 

  

２．当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。１株当たり当期純利益

は、当該株式分割調整後の内容を記載しております。 

３．１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（1,300,000株）を含めた予定期中平均発行済株式数により算出し

ております。  
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（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  12,261  －  333  －  380  －  239  －

24年３月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －
（注）包括利益 25年３月期第２四半期 324百万円（ ％）－   24年３月期第２四半期 －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 

25年３月期第２四半期  40.99  －

24年３月期第２四半期  －  －

  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  19,706  4,562  23.2

24年３月期  18,895  4,296  22.7

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 4,562百万円   24年３月期 4,296百万円 

  
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 － 100.00  100.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 20.00  20.00

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

２．平成25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭 

  （％表示は、対前期増減率）

  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  25,050  5.2  1,086  14.8  997  23.8  576  46.4  92.77

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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（３）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。 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年６月27日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。 
  
※  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に対するレビュー手続は終了しております。 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（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、当社の現在入手している情報および合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注

意事項等につきましては、添付資料P.2「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。 

（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

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 150,000株 24年３月期 150,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,850,000株 24年３月期２Ｑ 5,850,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、緩やかな回復基調を維持する米国経済に対して、欧州経済は引

き続き債務問題の影響で低迷いたしました。一方、新興国経済は、中国やインドにおける経済成長の減速はあるも

のの、全体的には堅調な成長を維持いたしました。また、国内においては、東日本大震災からの着実な復興基調に

はあるものの、長引く円高や、中国との貿易関係悪化など、依然として先行きの不透明感は払拭しがたい状況にあ

ります。  

 このような経営環境にあって当社グループは、重点経営課題として「グローバル化」、「新市場の開拓」および

「高収益事業モデルへの転換」の三点を掲げ、インド、東南アジアや欧米市場での販売拡大、日本および中国の国

内外での新規事業受注活動の強化、そして製造工程の見直しによる製造原価の低減に積極的に取組んでまいりまし

た。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は12,261百万円となりました。地域別の売上高は以下のとおり

であります。  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。  

 利益につきましては、営業利益が333百万円、経常利益が380百万円、そして四半期純利益が239百万円となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は19,706百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し

811百万円の増加となりました。これは、主として売上債権、有形固定資産およびその他の投資等の増加によるも

のであります。 

 総負債は15,144百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し544百万円の増加となりました。

これは、主として設備関係債務および有利子負債の増加によるものであります。 

 純資産は4,562百万円となり、前連結会計年度末（平成24年３月末）と比較し266百万円の増加となりました。こ

れは、主として四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加や為替換算調整勘定（借方）の減少によるものであり

ます。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の経済環境は、円高基調の中、日中関係の悪化、欧州債務危機等の不安材料により、先行きの不透明感は増

していくものと見ております。このような市場環境の中、当社グループは、相対的に堅調な自動車業界等からの受

注確保に集中的に取り組むとともに、新規分野の商品開発、製造原価低減等に注力してまいります。 

 以上のことから、平成25年３月期の業績につきましては、売上高25,050百万円（前年同期比1,248百万円増、

5.2％増）、営業利益1,086百万円（前年同期比140百万円増、14.8％増）、経常利益997百万円（前年同期比191百

万円増、23.8％増）、当期純利益576百万円（前年同期比182百万円増、46.4％増）を見込んでおります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

日本 

(千円) 

中国 

(千円) 

その他 

(千円) 

合計 

(千円) 

   6,839,253  4,795,555  626,989  12,261,798



（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 

  該当事項はありません。   

   

（３）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 

（減価償却方法の変更）  

   当社およ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、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。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）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 1,746,559 1,623,873

受取手形及び売掛金 6,464,340 6,593,601

商品及び製品 1,284,745 1,222,582

仕掛品 254,218 256,820

原材料及び貯蔵品 1,014,958 976,217

その他 805,456 765,421

貸倒引当金 △66,567 △69,166

流動資産合計 11,503,710 11,369,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,360,846 4,413,559

減価償却累計額 △2,402,995 △2,490,794

建物及び構築物（純額） 1,957,851 1,922,765

機械装置及び運搬具 9,015,751 9,497,030

減価償却累計額 △5,618,670 △5,894,685

機械装置及び運搬具（純額） 3,397,080 3,602,344

工具、器具及び備品 1,346,811 1,386,360

減価償却累計額 △1,080,540 △1,134,651

工具、器具及び備品（純額） 266,270 251,709

土地 817,719 817,719

建設仮勘定 21,468 56,982

有形固定資産合計 6,460,391 6,651,522

無形固定資産 258,638 249,423

投資その他の資産   

その他 815,441 1,568,168

貸倒引当金 △142,412 △131,554

投資その他の資産合計 673,029 1,436,614

固定資産合計 7,392,058 8,337,560

資産合計 18,895,769 19,706,911



（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 2,692,276 2,865,507

設備関係支払手形 71,388 389,558

短期借入金 4,057,985 5,084,029

1年内返済予定の長期借入金 1,595,113 1,468,837

未払法人税等 108,212 84,986

賞与引当金 539,045 399,589

その他 1,045,557 1,152,429

流動負債合計 10,109,578 11,444,939

固定負債   

長期借入金 3,290,852 2,574,994

退職給付引当金 644,447 649,885

土壌汚染対策費用引当金 338,893 257,960

その他 215,767 216,708

固定負債合計 4,489,959 3,699,549

負債合計 14,599,538 15,144,488

純資産の部   

株主資本   

資本金 382,500 382,500

資本剰余金 111,500 111,500

利益剰余金 4,417,384 4,598,704

自己株式 △90,000 △90,000

株主資本合計 4,821,384 5,002,704

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △164 △13,640

為替換算調整勘定 △524,988 △426,641

その他の包括利益累計額合計 △525,153 △440,282

純資産合計 4,296,230 4,562,422

負債純資産合計 18,895,769 19,706,911



（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）

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 12,261,798

売上原価 9,284,533

売上総利益 2,977,265

販売費及び一般管理費 2,643,803

営業利益 333,462

営業外収益  

受取利息 4,757

受取配当金 329

為替差益 48,901

土壌汚染対策費用引当金戻入額 61,433

その他 29,240

営業外収益合計 144,661

営業外費用  

支払利息 71,188

その他 26,168

営業外費用合計 97,356

経常利益 380,767

特別利益  

固定資産売却益 459

特別利益合計 459

特別損失  

固定資産除売却損 14,984

特別損失合計 14,984

税金等調整前四半期純利益 366,242

法人税、住民税及び事業税 116,663

法人税等調整額 9,758

法人税等合計 126,422

少数株主損益調整前四半期純利益 239,820

四半期純利益 239,820



（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）

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 239,820

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △13,476

為替換算調整勘定 98,346

その他の包括利益合計 84,870

四半期包括利益 324,691

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 324,691

少数株主に係る四半期包括利益 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 366,242

減価償却費 519,832

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,438

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,028

土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） △80,933

受取利息及び受取配当金 △5,086

支払利息 71,188

為替差損益（△は益） 6,814

固定資産除売却損益（△は益） 14,524

売上債権の増減額（△は増加） △40,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,459

仕入債務の増減額（△は減少） 89,831

その他 62,264

小計 987,697

利息及び配当金の受取額 3,198

利息の支払額 △71,433

法人税等の支払額 △151,081

法人税等の還付額 43,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 812,049

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 △300,962

有形固定資産の売却による収入 9,973

無形固定資産の取得による支出 △46,525

投資有価証券の取得による支出 △276,416

長期貸付けによる支出 △618,333

長期貸付金の回収による収入 75,486

その他 2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,154,453

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） 1,092,775

長期借入金の返済による支出 △842,133

配当金の支払額 △58,500

その他 △3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,685

現金及び現金同等物の期首残高 1,746,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,623,873



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

   

 （セグメント情報） 

  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） 

当社グループは金型用部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

   

（１）地域に関する情報 

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 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。 

  

（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

（６）セグメント情報等

４．補足情報

日本 

(千円) 

中国 

(千円) 

その他 

(千円) 

合計 

(千円) 

 6,839,253  4,795,555  626,989  12,261,798
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