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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 9,323 14.3 213 477.2 165 ― 66 ―
24年3月期第2四半期 8,155 △9.0 36 △82.9 △13 ― △27 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 185百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △35百万円 （―％）

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 2.21 ―
24年3月期第2四半期 △0.93 ―

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 17,803 1,816 7.7
24年3月期 15,627 1,658 7.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,363百万円 24年3月期  1,221百万円

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

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 20,000 16.1 700 266.8 500 596.7 300 ― 10.00



(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 

第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細は、
添付資料４ページ「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） 

※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財務諸表のレビュー手続き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 
本資料に記載されている業績予想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 30,154,411 株 24年3月期 30,154,411 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 174,048 株 24年3月期 170,538 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 29,982,364 株 24年3月期2Q 29,988,303 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や底堅い個人消費需要等

を背景に、緩やかな景気回復基調に転じておりますが、欧州債務問題に端を発した世界的な景気減速懸

念や尖閣諸島問題による対中国との関係悪化及び円高の長期化などの要因により、依然として、先行き

不透明な環境が続いております。 

当社グループにおきましても、国内に於いては景気の刺激策により自動車産業は好調に推移するとと

もに、復興需要に係る住宅着工件数も徐々に増加し回復傾向を示しております。又海外ではタイをはじ

めとするアジア地域の好調な需要が継続しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は9,323百万円(前年同四半期比14.3%増)と増収

となり、利益面では、引き続き経営資源の集中化並びに徹底したコスト削減及び数量増の影響から営業

利益は213百万円(前年同四半期比477.2%増)、経常利益は165百万円(前年同四半期は経常損失13百万

円)、四半期純利益は66百万円(前年同四半期は四半期純損失27百万円)となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

従来、「その他」に含めていた「エンターテイメント事業」については、量的な重要性が増したた

め、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントとして記載する方法に変更しており、前第２四半期

連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 

また、前年同四半期の算定方法につきましても当四半期の区分に組替え後の数値に基づいて算定して

おります。 

 ① 自動車部品事業 

当事業におきましては、国内では景気の刺激策により自動車産業が好調を維持し当社の売上高も

順調に推移しました。タイの連結子会社では、タイ洪水による減産分への回復需要もあり好調を維

持しており売上高につきましては増収となりました。 

この結果、売上高は5,308百万円(前年同四半期比27.7%増)、セグメント利益は233百万円(前年同

半期比102.3%増)となりました。 

 ② 住宅設備・冷機部品事業 

住宅設備事業におきましては、新設住宅及び住宅改修需要の緩やかな増加傾向と震災復興による

需要から事業環境の好転傾向は今後も引き続き継続するものと予想されますが、足元では電力供給

制約の影響等から引き続き予断を許さない状況にあり、マーケットに対応するための徹底した合理

化を継続的に実施しております。 

冷機部品事業では、特にタイの連結子会社におけるタイ洪水の被害を受けた顧客の復旧遅れがあ

り、稼働率への対応やコスト削減努力等によりその影響を 小限にとどめる対応を実施しておりま

す。 

この結果、売上高は3,483百万円(前年同四半期比2.1%減）、セグメント利益は283百万円（前年

同四半期比19.6%減）となりました。 

 ③ 産業機器事業 

当事業におきましては、市場における設備投資計画に再開の動きが見られるものの、本格的な回

復には至っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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この結果、売上高は203百万円(前年同四半期比26.3%減)、セグメント利益は9百万円(前年同四半

期比75.1%減)となりました。 

 ④ エンターテイメント事業 

当事業におきましては、新規ソフト向けの発売が寄与し売上高が増加いたしました。 

この結果、売上高は200百万円(前年同四半期比47.4%増)、セグメント損失は44百万円(前年同四

半期はセグメント損失61百万円）となりました。 

 ⑤ その他 

その他事業におきましては、田植え機の新機種量産に伴い大幅に売上増となりました。 

この結果、売上高は128百万円(前年同四半期比359.4%増)、セグメント損失は31百万円(前年同四

半期はセグメント損失38百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は17,803百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,175百万円

の増加となりました。 

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金増加等により1,667百万円増加し、固定資産が投資その他

の資産の増加等で507百万円増加しました。 

負債では、流動負債が短期借入金の増加等により1,908百万円増加し、固定負債が長期借入金の増加

等により108百万円増加しました。 

純資産では、利益剰余金の増加等により158百万円増加しました。 

  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前第２

四半期連結累計期間に比べ223百万円増加し、1,081百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は997百万円（前年同四半期は236百万

円の資金の減少）となりました。これは主に、売上債権の増加等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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は650百万円（前年同四半期は294百万

円の資金の減少）となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出等があったことによるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は1,258百万円（前年同四半期は484百

万円の資金の増加）となりました。これは主に、長期借入の返済による支出等があったものの、短期借

入金の増加や長期借入れによる収入等あったことによるものであります。 

  

現時点において、平成24年５月15日公表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

   （減価償却方法の変更） 

当社は、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、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響額は軽微であります。  

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,486,759 1,112,077

受取手形及び売掛金 3,870,734 5,406,467

商品及び製品 305,308 401,958

仕掛品 260,467 281,064

原材料及び貯蔵品 1,033,697 1,088,119

その他 382,596 724,077

貸倒引当金 △7,978 △14,355

流動資産合計 7,331,586 8,999,409

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,901,648 4,918,039

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,225,758 △2,294,755

建物及び構築物（純額） 2,675,889 2,623,283

機械装置及び運搬具 6,357,377 6,386,263

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,549,207 △4,711,168

機械装置及び運搬具（純額） 1,808,170 1,675,095

土地 2,797,790 2,805,222

その他 1,827,934 2,177,862

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,197,571 △1,271,682

その他（純額） 630,363 906,179

有形固定資産合計 7,912,214 8,009,781

無形固定資産   

その他 122,104 124,085

無形固定資産合計 122,104 124,085

投資その他の資産   

その他 490,115 862,699

貸倒引当金 △228,626 △192,902

投資その他の資産合計 261,489 669,796

固定資産合計 8,295,807 8,803,663

資産合計 15,627,394 17,803,073
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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 3,638,761 3,874,877

短期借入金 3,331,363 4,658,364

未払法人税等 38,535 50,916

賞与引当金 － 46,882

1年内償還予定の社債 700,000 700,000

その他 1,130,671 1,417,089

流動負債合計 8,839,331 10,748,132

固定負債   

長期借入金 4,696,116 4,711,411

退職給付引当金 219,950 233,538

役員退職慰労引当金 31,130 35,763

環境対策引当金 5,649 5,649

関係会社整理損失引当金 28,954 26,397

その他 148,238 225,480

固定負債合計 5,130,039 5,238,240

負債合計 13,969,370 15,986,373

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,021,032 3,021,032

資本剰余金 1,017,451 1,017,451

利益剰余金 △2,363,211 △2,234,491

自己株式 △16,897 △17,108

株主資本合計 1,658,376 1,786,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △65,833 △83,525

繰延ヘッジ損益 △8,592 △1,029

為替換算調整勘定 △362,728 △339,299

その他の包括利益累計額合計 △437,153 △423,853

少数株主持分 436,800 453,669

純資産合計 1,658,023 1,816,700

負債純資産合計 15,627,394 17,803,073
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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 8,155,508 9,323,549

売上原価 7,216,773 8,130,467

売上総利益 938,734 1,193,081

販売費及び一般管理費 901,831 980,067

営業利益 36,903 213,013

営業外収益   

受取利息 2,112 2,428

受取配当金 2,213 2,215

為替差益 5,174 11,405

助成金収入 37,784 31,135

貸倒引当金戻入額 － 29,747

その他 24,169 11,449

営業外収益合計 71,454 88,382

営業外費用   

支払利息 71,015 122,590

支払手数料 12,937 10,286

その他 38,034 2,523

営業外費用合計 121,986 135,400

経常利益又は経常損失（△） △13,629 165,995

特別利益   

固定資産売却益 1,150 2,436

貸倒引当金戻入額 3,924 －

関係会社清算益 31,182 －

環境対策引当金戻入額 71,850 －

特別利益合計 108,107 2,436

特別損失   

固定資産売却損 32 －

固定資産除却損 1,598 8,069

災害による損失 18,396 －

特別損失合計 20,027 8,069

税金等調整前四半期純利益 74,451 160,361

法人税、住民税及び事業税 56,589 41,621

過年度法人税、住民税及び事業税 △4,054 －

法人税等調整額 14,893 10,238

法人税等合計 67,428 51,859

少数株主損益調整前四半期純利益 7,022 108,502

少数株主利益 34,993 42,098

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,971 66,404
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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（△）

7,022 108,502

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,570 △17,692

繰延ヘッジ損益 △1,772 7,562

為替換算調整勘定 △29,759 24,439

持分変動差額 － 62,315

その他の包括利益合計 △42,102 76,625

四半期包括利益 △35,079 185,128

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △64,215 142,019

少数株主に係る四半期包括利益 29,135 43,108
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

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 74,451 160,361

減価償却費 410,787 383,488

のれん償却額 160 －

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

32,654 17,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,705 △29,451

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,542 46,882

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △19,042 △2,556

その他の引当金の増減額（△は減少） △71,850 －

受取利息及び受取配当金 △4,325 △4,644

支払利息 71,015 122,590

為替差損益（△は益） △223 △2,248

固定資産除売却損益（△は益） 479 1,393

関係会社清算損益（△は益） △31,182 －

売上債権の増減額（△は増加） △310,123 △1,522,420

たな卸資産の増減額（△は増加） △222,724 △181,491

仕入債務の増減額（△は減少） 85,954 245,174

その他 △130,241 △105,268

小計 △72,374 △871,055

利息及び配当金の受取額 4,331 4,652

利息の支払額 △67,627 △121,893

法人税等の支払額 △101,323 △8,817

営業活動によるキャッシュ・フロー △236,994 △997,113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △33,260 －

有形固定資産の取得による支出 △415,801 △250,830

有形固定資産の売却による収入 105,738 26,124

無形固定資産の取得による支出 － △9,078

関係会社株式の取得による支出 － △389,320

関係会社の整理による収入 46,193 －

貸付けによる支出 － △30,000

貸付金の回収による収入 2,390 3,372

その他 682 △333

投資活動によるキャッシュ・フロー △294,056 △650,065
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（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) 

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） 888,806 1,270,195

長期借入れによる収入 207,200 599,342

長期借入金の返済による支出 △341,033 △481,947

自己株式の取得による支出 △350 △211

少数株主への配当金の支払額 △146,401 △46,224

その他 △123,916 △82,179

財務活動によるキャッシュ・フロー 484,304 1,258,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,881 15,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,627 △372,845

現金及び現金同等物の期首残高 917,659 1,453,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 858,032 1,081,037
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

  

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 

 
(注)  「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ます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
自動車部品 

事業

住宅設備
・冷機部品

事業

産業機器
事業

エンター
テイメント

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 4,156,291 3,558,968 276,302 136,050 8,127,611 27,896 8,155,508

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

16,135 329,380 ― 40 345,556 ― 345,556

計 4,172,426 3,888,348 276,302 136,090 8,473,168 27,896 8,501,065

セグメント利益又は損失
（△）

115,293 352,560 38,870 △61,508 445,216 △38,801 406,415

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 445,216

「その他」の区分の利益 △38,801

セグメント間取引消去 △80,970

のれんの償却額 △160

全社費用(注) △263,629

未実現損益調整額 10,001

その他の調整額 2,794

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 74,451
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Ⅱ  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) 

  

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 

 
(注)  「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ます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「エンターテイメント事業」について量

的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、

前第２四半期連結累計期間の「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」

に記載しております。 

また、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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく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セグメント利益又は損失への影響は軽微であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
自動車部品 

事業

住宅設備
・冷機部品

事業

産業機器
事業

エンター
テイメント

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 5,308,076 3,483,206 203,537 200,563 9,195,383 128,165 9,323,549

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

17,655 500,474 47 680 518,857 ― 518,857

計 5,325,732 3,983,680 203,585 201,243 9,714,241 128,165 9,842,407

セグメント利益又は損
失（△)

233,295 283,389 9,690 △44,335 482,039 △31,755 450,284

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 482,039

「その他」の区分の利益 △31,755

セグメント間取引消去 △18,545

全社費用(注) △274,352

未実現損益調整額 7,898

その他の調整額 △4,923

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 160,361
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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