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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 6,483 △0.9 26 ― △7 ― △25 ―

24年3月期第2四半期 6,544 △7.1 △10 ― △79 ― △101 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △16百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △105百万円 （―％）

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 △2.49 ―

24年3月期第2四半期 △10.11 ―

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 5,935 1,471 24.8 146.35
24年3月期 6,471 1,487 23.0 147.95

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,471百万円 24年3月期  1,487百万円

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 0.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― ― ―

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 14,000 △1.7 120 △21.2 45 △14.3 10 △55.1 0.99



(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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 10,171,797 株 24年3月期 10,171,797 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 120,067 株 24年3月期 120,067 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 10,051,730 株 24年3月期2Q 10,051,730 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等を背景として緩やかな

回復基調にあるものの、欧州債務問題による世界経済の減速や新興国の経済成長の鈍化、円高の長期化

等が国内経済に影を落とし、更には隣国との外交問題が緊迫化するなど、依然として先行きは不透明な

状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、収益性の向上を目指し高付加価値製品の受注拡

大に努めるとともに、原価低減および経費削減に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は64億83百万円（前年同四半期65億44百万円）、営業利益は26百万円（前年同四半

期10百万円の損失）、経常損失は７百万円（前年同四半期79百万円の損失）、四半期純損失は25百万円

（前年同四半期１億１百万円の損失）となりました。    

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

国内におきましては、当社主力商品であるＯＡ機器部品の主要取引先が海外生産移管等により受注が

減少し厳しい事業環境におかれておりますが、海外におきましては、当社主力取扱製品であるＯＡ機器

部品の受注が順調に推移したこともあり売上高は57億32百万円（前年同四半期56億32百万円)、営業利

益は27百万円（前年同四半期４百万円)となりました。     

(物流機器関連事業)   

競合他社との価格競争が続く中、売上拡大に努めてまいりましたが、大口取引先の上期受注の売上が

下期にずれ込んだため、売上高は７億50百万円（前年同四半期９億12百万円)、営業損失は１百万円

（前年同四半期14百万円の損失)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況の分析 

 (資産) 

資産合計は59億35百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億36百万円減少しました。これは主に、

現金及び預金が13百万円減少、受取手形及び売掛金が４億８百万円減少、商品及び製品、仕掛品等のた

な卸資産が27百万円減少、投資有価証券が56百万円減少したことによるものです。  

(負債) 

負債合計は44億64百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億20百万円減少しました。これは主に、

支払手形及び買掛金が４億３百万円減少、短期借入金が57百万円減少、流動負債のその他が73百万円増

加しましたが、長期借入金が１億25百万円減少したことによるものです。  

(純資産) 

純資産合計は14億71百万円となり、前連結会計年度末と比べ16百万円減少しました。これは主に、利

益剰余金の減少25百万円、為替換算調整勘定の増加６百万円によるものです。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、１億62百万円（前年同四半期に営業活動の結果支出した資金は、１

億19百万円）となりました。これは主に、売上債権・仕入債務・棚卸資産の増減、その他で１億12百万

円の資金増加等の影響によるものです。  

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

(合成樹脂成形関連事業)

（２）連結財政状態に関する定性的情報

② キャッシュ・フローの状況
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、17百万円（前年同四半期に投資活動の結果支出した資金は、44百万

円）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、１億92百万円（前年同四半期に財務活動の結果得られた資金は、32

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支出によるものです。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年

度末に比べ８百万円減少し、８億96百万円となりました。 

  

本日公表の「第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」において、平成25

年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値の差異を開示しております。また、通期の連結業

績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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

日以降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損益への影響は軽微であります。 

（３）連結業績予想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

（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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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 914,151 900,617

受取手形及び売掛金 2,527,938 2,119,463

商品及び製品 471,492 519,305

仕掛品 143,409 116,513

原材料及び貯蔵品 324,062 275,769

その他 216,277 205,537

貸倒引当金 △38 △29

流動資産合計 4,597,293 4,137,178

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 333,956 323,087

機械装置及び運搬具（純額） 304,781 312,468

土地 894,119 894,119

リース資産（純額） 19,655 15,865

建設仮勘定 1,796 －

その他（純額） 32,286 51,269

有形固定資産合計 1,586,596 1,596,809

無形固定資産   

その他 22,796 23,000

無形固定資産合計 22,796 23,000

投資その他の資産   

投資有価証券 117,503 61,317

その他 152,750 122,525

貸倒引当金 △4,966 △5,200

投資その他の資産合計 265,287 178,642

固定資産合計 1,874,680 1,798,452

資産合計 6,471,974 5,935,630

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,446,457 2,042,723

短期借入金 470,298 413,027

未払法人税等 36,288 29,682

その他 421,453 495,056

流動負債合計 3,374,496 2,980,489

固定負債   

長期借入金 1,423,064 1,297,572

退職給付引当金 137,590 143,798

その他 49,699 42,703

固定負債合計 1,610,353 1,484,073

負債合計 4,984,850 4,464,563
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 △104,440 △129,443

自己株式 △22,562 △22,562

株主資本合計 1,585,793 1,560,790

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,837 △1,691

繰延ヘッジ損益 － △103

為替換算調整勘定 △94,832 △87,928

その他の包括利益累計額合計 △98,669 △89,723

純資産合計 1,487,123 1,471,067

負債純資産合計 6,471,974 5,935,630
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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 6,544,601 6,483,328

売上原価 5,817,676 5,729,883

売上総利益 726,925 753,444

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 208,476 183,633

給料及び賞与 237,939 225,506

退職給付費用 22,195 17,719

貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） △6,402 2,004

その他 275,429 298,526

販売費及び一般管理費合計 737,638 727,391

営業利益又は営業損失（△） △10,713 26,053

営業外収益   

受取利息 182 226

受取配当金 173 168

受取賃貸料 2,222 1,172

保険解約返戻金 － 5,193

その他 8,649 6,151

営業外収益合計 11,228 12,911

営業外費用   

支払利息 31,194 31,973

為替差損 39,228 6,072

その他 9,585 8,455

営業外費用合計 80,008 46,501

経常損失（△） △79,493 △7,536

特別利益   

固定資産売却益 24 －

ゴルフ会員権売却益 － 85

特別利益合計 24 85

特別損失   

減損損失 4,210 －

固定資産処分損 10 501

投資有価証券売却損 － 12,349

投資有価証券評価損 － 4,524

事業構造改善費用 16,165 1,022

その他 571 －

特別損失合計 20,957 18,396

税金等調整前四半期純損失（△） △100,426 △25,848

法人税等 1,270 △845

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △101,697 △25,002

四半期純損失（△） △101,697 △25,002
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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損失（△） △101,697 △25,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △714 2,145

繰延ヘッジ損益 △207 △103

為替換算調整勘定 △2,933 6,903

その他の包括利益合計 △3,856 8,945

四半期包括利益 △105,553 △16,056

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,553 △16,056
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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損失（△） △100,426 △25,848

減価償却費 122,313 58,308

減損損失 4,210 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,407 6,207

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,387 224

賞与引当金の増減額（△は減少） － 43,622

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,480 －

受取利息及び受取配当金 △356 △394

支払利息 31,194 31,973

為替差損益（△は益） △510 3,353

固定資産処分損益（△は益） 10 501

固定資産売却損益（△は益） △24 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 12,349

投資有価証券評価損益（△は益） 556 4,524

保険解約損益（△は益） － △5,193

事業構造改善費用 16,165 1,022

売上債権の増減額（△は増加） 192,976 410,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △139,841 36,880

仕入債務の増減額（△は減少） △213,158 △379,551

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,408 △16,726

その他 43,969 44,310

小計 △61,830 226,200

利息及び配当金の受取額 356 394

利息の支払額 △32,950 △32,249

法人税等の支払額 △9,098 △30,579

事業構造改善費用の支払額 △16,165 △1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,687 162,743

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 △2,100 △2,100

定期預金の払戻による収入 4,200 7,400

投資有価証券の取得による支出 △515 △500

投資有価証券の売却による収入 － 41,959

有形固定資産の取得による支出 △42,397 △65,760

有形固定資産の売却による収入 60 －

貸付金の回収による収入 60 60

保険積立金の積立による支出 △1,016 －

保険積立金の解約による収入 － 16,375

その他 △3,006 20,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,716 17,586
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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） 88,140 △37,266

長期借入金の返済による支出 △44,498 △149,878

リース債務の返済による支出 △11,077 △5,307

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,564 △192,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,562 3,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,401 △8,233

現金及び現金同等物の期首残高 865,395 904,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 729,993 896,367
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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) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

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)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,632,118 912,483 6,544,601 ─ 6,544,601

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

35,209 10 35,219 △ 35,219 ─

計 5,667,327 912,493 6,579,821 △ 35,219 6,544,601

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

4,033 △ 14,747 △ 10,713 ― △ 10,713

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,732,352 750,975 6,483,328 ─ 6,483,328

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

26,433 281 26,714 △ 26,714 ─

計 5,758,785 751,256 6,510,042 △ 26,714 6,483,328

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

27,548 △ 1,494 26,053 ― 26,053

（６）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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