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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,088 △1.8 103 △21.8 129 142.5 95 ―
23年3月期第1四半期 7,220 64.1 132 ― 53 ― △104 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 107百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △537百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.41 ―
23年3月期第1四半期 △4.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 15,893 4,632 28.4
23年3月期 15,856 4,589 28.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,513百万円 23年3月期  4,481百万円

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  
現時点では、平成24年３月期配当予想額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
平成23年5月11日に公表いたしました「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、平成24年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想を未定とし
ておりましたが、本資料において公表しております。本日（平成23年8月10日）公表の「業績予想（第２四半期連結累計期間）に関するお知らせ」をご覧下さい。 
 なお、平成24年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年6月17日に公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」から修正しておりません。 

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

第2四半期(累計) 14,500 6.4 300 △18.4 300 △14.3 250 23.2 11.58
通期 26,300 △4.3 680 △21.2 730 △19.5 620 △6.5 28.72



(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  ：  有  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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仮定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、【添付資
料】２ページ「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。 

4.  その他

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 21,610,000 株 23年3月期 21,610,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 27,312 株 23年3月期 26,847 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,582,843 株 23年3月期1Q 21,584,651 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… P.2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… P.2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… P.2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… P.2 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ……………………………………………………………………………… P.2 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………… P.2 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… P.2 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… P.2 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… P.3 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… P.3 

（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 ……………………………………………………… P.5 

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………… P.5 

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………… P.6 

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… P.7 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… P.7 



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日までの３ヶ月間）の業績につきましては、

東日本大震災によるトラックメーカーの生産減による売上減や円高による売上減はあったものの、震災対応の増産

もあり、売上高は７０億８８百万円（前年同四半期比１億３１百万円減、１．８％減）となりました。 

事業別の売上高は、電装品事業は、東日本大震災によるトラックメーカーの生産減による売上減はあったもの

の、補用品の売上増により、２５億７８百万円（前年同四半期比１１百万円減、０．４％減）となりました。発電

機事業は、為替円高により、海外向け自社ブランド発電機「ＥＬＥＭＡＸ」売上減があったものの、５月後半から

震災対応の発電体増産もあり、３２億４５百万円（前年同四半期比４３百万円増、１．４％増）となりました。冷

蔵庫事業は、為替円高によりアメリカ向けが大幅に落ち込んだことにより、１１億７０百万円（前年同四半期比 

１億９０百万円減、１４．０％減）となりました。 

次に、利益面では、原価改善等に取り組んだものの、売上減による減益があり、営業利益は１億３百万円（前

年同四半期比２８百万円減、２１．８％減）、経常利益は１億２９百万円（前年同四半期比７５百万円増、 

１４２．５％増）となりました。また、今期４月に震災による操業停止費用等６百万円を特別損失に計上した結

果、四半期純利益は９５百万円（前年同四半期比１億９９百万円増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末は、総資産が１５８億９３百万円となり、前年度末と比較して３７百万円の増加となりまし

た。主として業績の回復による売掛債権の増加等によるものです。 

負債は、１１２億６１百万円となり、前年度末と比較して４百万円の減少となりました。これは賞与等の引当

金が増加した一方で長期借入金の返済１億２５百万円を行ったことによるものです。 

純資産は、４６億３２百万円と、前年度末と比較して４２百万円の増加となりました。これは剰余金の配当 

６４百万円を行ったものの四半期純利益９５百万円の計上を行ったこと等によるものです。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の業績予想については、第１四半期の業績を踏まえ、売上高は１４５億円（前年同四半

期比８億６９百万円増）、営業利益３億円（前年同四半期比６７百万円減）、経常利益３億円（前年同四半期比

５０百万円減）、四半期純利益２億５０百万円（前年同四半期比４７百万円増）としております。 

平成２３年５月１１日に公表いたしました「平成２４年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において平成

２４年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想を未定としておりましたが、本資料により公表いたします。 

なお、平成２４年３月期の連結業績予想は、売上高２６３億円、営業利益６億８０百万円、経常利益７億３０

百万円、当期純利益６億２０百万円と平成２３年６月１７日に公表いたしました業績予想から変更はございませ

ん。 

  

  

（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 

 ・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,255 957

受取手形及び売掛金 4,401 4,699

商品及び製品 1,379 1,671

仕掛品 1,495 1,446

原材料及び貯蔵品 224 212

その他 91 94

貸倒引当金 △9 △11

流動資産合計 8,837 9,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 967 943

機械装置及び運搬具（純額） 998 938

土地 1,039 1,041

建設仮勘定 106 70

その他（純額） 194 162

有形固定資産合計 3,307 3,156

無形固定資産 260 259

投資その他の資産   

投資有価証券 3,367 3,322

繰延税金資産 29 30

その他 54 53

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,450 3,405

固定資産合計 7,018 6,822

資産合計 15,856 15,893



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,409 5,369

短期借入金 952 829

未払法人税等 26 21

製品保証引当金 119 124

賞与引当金 366 603

その他 758 735

流動負債合計 7,632 7,684

固定負債   

長期借入金 13 10

退職給付引当金 2,223 2,220

役員退職慰労引当金 80 46

資産除去債務 121 121

繰延税金負債 1,195 1,177

固定負債合計 3,634 3,576

負債合計 11,266 11,261

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,080 1,080

資本剰余金 117 117

利益剰余金 1,593 1,623

自己株式 △6 △7

株主資本合計 2,784 2,814

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,744 1,717

為替換算調整勘定 △47 △19

その他の包括利益累計額合計 1,697 1,698

少数株主持分 107 119

純資産合計 4,589 4,632

負債純資産合計 15,856 15,893



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 7,220 7,088

売上原価 6,672 6,514

売上総利益 547 574

販売費及び一般管理費 414 470

営業利益 132 103

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 14 18

固定資産賃貸料 7 12

その他 15 7

営業外収益合計 37 38

営業外費用   

支払利息 4 2

為替差損 104 3

固定資産賃貸費用 3 3

その他 3 2

営業外費用合計 116 12

経常利益 53 129

特別損失   

有形固定資産処分損 0 0

災害による損失 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 114 －

その他 25 －

特別損失合計 140 6

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（△）

△87 123

法人税等 19 23

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（△）

△106 100

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △104 95



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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（△）

△106 100

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △434 △26

為替換算調整勘定 4 34

その他の包括利益合計 △430 7

四半期包括利益 △537 107

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △529 95

少数株主に係る四半期包括利益 △7 11



 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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