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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 24,039 △29.5 △275 ― △354 ― △660 ―
23年3月期第1四半期 34,082 32.3 2,056 ― 2,048 ― 1,587 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △683百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 1,235百万円 （―％）

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 △53.45 ―
23年3月期第1四半期 128.46 117.54

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 76,446 22,527 17.7
23年3月期 80,220 23,918 17.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,524百万円 23年3月期  14,353百万円

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

23年3月期 ― 13.00 ― 7.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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   

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) 48,500 △28.7 △1,500 ― △1,750 ― △2,000 ― △161.87
通期 124,500 △9.6 3,500 △55.3 3,050 △58.6 700 △77.1 56.65



(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レビュー手続の対象外でありますが、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の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 
 １．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。 
 ２．業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信【添付資料】2ページ（3）連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

4.  その他

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 12,390,000 株 23年3月期 12,390,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 34,364 株 23年3月期 34,364 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,355,636 株 23年3月期1Q 12,355,939 株
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（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の当社グループを取り巻く経済環境ですが、日本では、平成23年３月11日に発生し

た東日本大震災の影響を受け雇用や個人消費は依然として厳しい状況が続いておりますが、世界経済は緩やかな

回復の動きがみられました。 

 国内自動車産業は、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断等により一時的な生産停止があったものの、

立て直しが徐々に進み、生産活動は回復の兆しがみられています。しかし、福島第一原子力発電所の被災事故に

よる電力供給の制約に加え、円高の進行や雇用情勢の悪化等が懸念されております。             

 当社グループは本年４月より第11次中期経営計画(平成23年４月～平成26年３月)をスタートし「圧倒的競争力

を持つ、足廻り複合機能部品メーカーとなる」を経営方針とし、その実現に向けた施策展開を開始しておりま

す。  

 このような中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高24,039百万円（前年同期比

29.5%減）、営業損失275百万円（前年同四半期は営業利益2,056百万円）、経常損失354百万円（前年同四半期は

経常利益2,048百万円）、四半期純損失660百万円（前年同四半期は四半期純利益1,587百万円）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。   

（日本）  

東日本大震災による主要得意先の生産調整で売上が大幅に減少し、売上高は6,037百万円（前年同期比49.9%

減）、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）となりました。 

（北米）  

日本の震災影響を受け主要得意先の生産調整や為替の影響があり、売上高は10,396百万円（前年同期比31.9%

減）、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）となりました。 

（アジア）  

主に中国の生産が好調に推移し、売上高は7,604百万円（前年同期比12.7%増）となりましたが、売上構成の変

化等の影響により、営業利益は 百万円（前年同期比 %減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比べ、総資産は 百万円減少し

百万円となりました。これは主に、東日本大震災の影響による売上高の減少等に伴い受取手形及び売掛金

が 百万円減少したことによります。 

 純資産は 百万円減少し 百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の %

から %となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想については、売上高は、前回予想から変更ありませんが、利益面では、機種構成の変化及び

費用削減の効果により、前回予想を上回る見込みとなりました。 

 なお、前提となる為替想定レートは、通期平均で、１米ドル80円と前回予想と変更ありません。 

  

（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 

 一部の連結子会社における四半期連結財務諸表の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(損

失)に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

817 487

244 793

721 14.7

3,774

76,446

2,671

1,391 22,527 17.9

17.7

２．サマリー情報（その他）に関する事項

㈱エフテック（7212）平成24年3月期 第1四半期決算短信

2



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 6,320 5,399

受取手形及び売掛金 15,777 13,106

商品及び製品 2,380 2,662

仕掛品 2,636 2,832

原材料及び貯蔵品 4,237 4,111

その他 2,283 2,375

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 33,635 30,487

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,079 15,741

機械装置及び運搬具（純額） 17,000 15,952

その他（純額） 8,990 9,925

有形固定資産合計 42,069 41,619

無形固定資産 890 926

投資その他の資産   

投資有価証券 2,462 2,435

その他 1,237 1,052

貸倒引当金 △75 △75

投資その他の資産合計 3,624 3,413

固定資産合計 46,585 45,958

資産合計 80,220 76,446

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,383 10,496

短期借入金 8,533 9,285

1年内償還予定の社債 2,447 2,447

1年内返済予定の長期借入金 6,529 6,587

未払法人税等 552 406

役員賞与引当金 69 28

災害損失引当金 615 381

その他 6,161 4,768

流動負債合計 38,292 34,400

固定負債   

長期借入金 14,909 16,632

退職給付引当金 991 938

役員退職慰労引当金 188 193

負ののれん 100 99

その他 1,819 1,654

固定負債合計 18,009 19,518

負債合計 56,301 53,919
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,677 2,677

資本剰余金 3,115 3,115

利益剰余金 12,655 11,908

自己株式 △21 △21

株主資本合計 18,426 17,679

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 249 252

為替換算調整勘定 △4,322 △4,407

その他の包括利益累計額合計 △4,073 △4,155

少数株主持分 9,565 9,003

純資産合計 23,918 22,527

負債純資産合計 80,220 76,446
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 34,082 24,039

売上原価 29,315 21,805

売上総利益 4,766 2,233

販売費及び一般管理費 2,709 2,508

営業利益又は営業損失（△） 2,056 △275

営業外収益   

受取利息 12 15

受取配当金 6 6

持分法による投資利益 79 10

為替差益 74 38

その他 45 9

営業外収益合計 218 79

営業外費用   

支払利息 207 157

その他 19 2

営業外費用合計 226 159

経常利益又は経常損失（△） 2,048 △354

特別利益   

固定資産売却益 23 6

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 41 6

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 33 19

持分変動損失 34 －

その他 0 7

特別損失合計 67 27

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（△）

2,022 △376

法人税、住民税及び事業税 251 232

法人税等調整額 △236 △51

法人税等合計 15 181

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（△）

2,007 △557

少数株主利益 420 102

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,587 △660

少数株主利益 420 102

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（△）

2,007 △557
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（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) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130 △8

為替換算調整勘定 △657 △111

持分法適用会社に対する持分相当額 16 △6

その他の包括利益合計 △771 △125

四半期包括利益 1,235 △683

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,005 △745

少数株主に係る四半期包括利益 230 62
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該当事項はありません。  

  

  

   (セグメント情報)  

Ⅰ 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) 

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 

                (単位：百万円)  

  

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及び包括利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) 

                           (単位：百万円) 

  

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。 

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 合計  

日本  北米  アジア    

売上高         

外部顧客への売上高  12,060 15,276 6,744 34,082

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,228 168 353 2,750

計   14,289 15,445 7,098 36,833

セグメント利益   487 793   845 2,126

利益  金額  

報告セグメント計  2,126

セグメント間取引消去  70

のれんの償却額  △139

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 2,056
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Ⅱ 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) 

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 

                (単位：百万円)  

  

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及び包括利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) 

                              (単位：百万円) 

  

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。 

   

  

該当事項はありません。 

   

  

該当事項はありません。 

  

   

  
報告セグメント 合計  

日本  北米  アジア    

売上高         

外部顧客への売上高  6,037 10,396 7,604 24,039

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,019 170 299 2,489

計   8,057 10,566 7,904 26,528

セグメント利益 

又は損失(△)  
 △817 △244   721 △340

利益  金額  

報告セグメント計  △340

セグメント間取引消去  65

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △275

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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