
平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年７月30日

（百万円未満切捨て）

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

（２）連結財政状態 

２．配当の状況 

（注１）当四半期における配当予想の修正有無：無 

（注２）23年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23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）当四半期における業績予想の修正有無：無 

上場会社名 日本プラスト株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7291 ＵＲＬ http://www.n-plast.co.jp/ 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）広瀬 信 

問合せ先責任者 （役職名）経営管理部長 （氏名）永野 博久 （ＴＥＬ） 0544-58-9060 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月６日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（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 ％ 

23年３月期第１四半期 20,822 47.8 1,394 － 1,358 － 906 － 

22年３月期第１四半期 14,083 △42.5 △400 － △348 － △342 － 

 
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 

23年３月期第１四半期 52.40 － 

22年３月期第１四半期 △18.82 － 

  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 

23年３月期第１四半期 50,175 16,878 32.3 990.37 

22年３月期 51,478 16,720 31.2 883.62 

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 16,229百万円 22年３月期 16,080百万円

 
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 

22年３月期 －   3.75 －   3.75 7.50 

23年３月期 －           

23年３月期（予想）   － － － － 

  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） 38,500 23.4 1,470 － 1,400 － 1,100 － 60.44 

通期 78,000 11.4 2,100 64.0 2,000 65.4 1,600 － 87.92 



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.２「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

      新規   －社（社名）                            除外  －社（社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更：有 

② ①以外の変更       ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

（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 

１. 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後の様々な要因により上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。  

２. 平成23年３月期の配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、

業績等を総合勘案いたしました上で、速やかに開示するものといたします。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 19,410,000株 22年３月期 19,410,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,022,524株 22年３月期 1,211,788株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,292,836株 22年３月期１Ｑ 18,203,066株
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１．当四半期の連結業績等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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復に伴う輸出と生産の増

加、企業収益の改善や設備投資の下げ止り、また、経済対策の効果などから耐久消費財を中心に個人消費に持ち直

しがみられるなど、景気は緩やかに回復しつつあるものの、厳しい雇用・所得環境、円高の進行やデフレ状況など

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中で、当第１四半期連結会計期間における売上高は、円高による為替換算差影響はありました

が、国内及び北米地域の得意先生産が回復し、また、中国市場は堅調に推移したため、前年同期比47.8％増の

20,822百万円となりました。損益面では増収影響、労務費等固定費削減により、営業利益は1,394百万円（前年同

期は400百万円の営業損失）、経常利益は1,358百万円（前年同期は348百万円の経常損失）、四半期純利益は906百

万円（前年同期は342百万円の四半期純損失）となりました。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、50,175百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,302百万円

減少しました。これは現金及び預金の減少907百万円、有形固定資産の減少253百万円が主な要因であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、33,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,461百万円

減少しました。これは長短借入金の減少1,348百万円が主な要因であります。  

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、16,878百万円となり前連結会計年度末に比べ158百万円増

加しました。これは利益剰余金の増加837百万円、為替換算調整勘定の増加345百万円、自己株式の増加959百万円

が主な要因であります。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績並びに足元の状況から判断し、概ね第２四半期連結累計期間の業績は計画通り進むものと考え

られ、現時点においては平成22年４月28日公表の業績予想の変更はございません。  

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

２．特有の会計処理 

 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。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響は軽微

であります。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 



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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,319,891 6,227,872

受取手形及び売掛金 13,195,596 12,438,648

製品 810,062 897,207

原材料 3,676,005 3,747,630

仕掛品 894,920 1,104,447

貯蔵品 1,016,907 1,402,640

繰延税金資産 361,861 506,166

その他 1,397,415 1,296,508

貸倒引当金 △5,136 △7,753

流動資産合計 26,667,525 27,613,368

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,380,442 7,362,670

機械装置及び運搬具（純額） 6,795,965 6,874,361

工具、器具及び備品（純額） 1,758,841 1,888,992

土地 4,231,420 4,312,841

その他（純額） 839,713 820,996

有形固定資産合計 21,006,382 21,259,862

無形固定資産   

その他 346,902 347,356

無形固定資産合計 346,902 347,356

投資その他の資産   

投資有価証券 1,465,670 1,657,706

繰延税金資産 12,156 9,927

その他 690,761 604,090

貸倒引当金 △14,160 △14,160

投資その他の資産合計 2,154,428 2,257,565

固定資産合計 23,507,713 23,864,784

資産合計 50,175,238 51,478,152



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,489,052 11,487,572

短期借入金 7,429,627 8,219,577

未払法人税等 119,917 117,669

繰延税金負債 221,053 77,376

賞与引当金 332,745 637,755

役員賞与引当金 12,501 50,000

製品保証引当金 666,700 662,836

その他 4,340,471 3,991,699

流動負債合計 24,612,069 25,244,486

固定負債   

長期借入金 4,623,134 5,181,492

繰延税金負債 433,990 623,222

退職給付引当金 2,734,030 2,781,948

役員退職慰労引当金 466,702 454,471

その他 426,499 472,028

固定負債合計 8,684,356 9,513,161

負債合計 33,296,425 34,757,648

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 14,462,811 13,625,047

自己株式 △2,061,152 △1,101,393

株主資本合計 18,792,222 18,914,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 323,238 397,933

為替換算調整勘定 △2,885,769 △3,231,757

評価・換算差額等合計 △2,562,530 △2,833,823

少数株主持分 649,120 640,110

純資産合計 16,878,812 16,720,503

負債純資産合計 50,175,238 51,478,152



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 14,083,587 20,822,854

売上原価 13,298,884 18,265,825

売上総利益 784,702 2,557,028

販売費及び一般管理費 1,185,651 1,162,153

営業利益又は営業損失（△） △400,948 1,394,875

営業外収益   

受取利息 4,334 6,360

受取配当金 10,321 20,387

投資不動産賃貸料 15,549 16,347

為替差益 33,744 －

持分法による投資利益 － 9,548

助成金収入 66,148 －

雑収入 49,610 118,222

営業外収益合計 179,708 170,866

営業外費用   

支払利息 77,211 66,140

為替差損 － 58,235

持分法による投資損失 25,896 －

雑損失 23,686 82,639

営業外費用合計 126,794 207,015

経常利益又は経常損失（△） △348,035 1,358,727

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,619

特別利益合計 － 2,619

特別損失   

投資有価証券評価損 － 103,130

その他 － 13,243

特別損失合計 － 116,373

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（△）

△348,035 1,244,973

法人税等 △21,084 297,512

少数株主損益調整前四半期純利益 － 947,460

少数株主利益 15,796 41,304

四半期純利益又は四半期純損失（△） △342,746 906,155



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△348,035 1,244,973

減価償却費 1,054,969 944,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2,640

賞与引当金の増減額（△は減少） △253,296 △305,009

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △37,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,183 △47,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,231 12,231

受取利息及び受取配当金 △14,656 △26,747

支払利息 77,211 66,140

為替差損益（△は益） 18,626 －

持分法による投資損益（△は益） 25,896 △9,548

有形固定資産処分損益（△は益） 1,391 △2,174

投資有価証券評価損益（△は益） － 103,130

売上債権の増減額（△は増加） 213,966 △653,104

たな卸資産の増減額（△は増加） 763,718 764,904

仕入債務の増減額（△は減少） △1,564,653 △86,095

未払消費税等の増減額（△は減少） 127,496 △38,035

その他 △396,735 583,000

小計 △323,055 2,510,983

利息及び配当金の受取額 16,102 26,747

利息の支払額 △81,882 △66,600

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,567 △64,957

営業活動によるキャッシュ・フロー △403,401 2,406,173

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 △1,084,752 △794,228

有形固定資産の売却による収入 10,082 2,851

投資有価証券の取得による支出 △2,099 △2,101

貸付金の回収による収入 2,653 1,023

その他 13,475 14,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,060,640 △778,395

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,643,953 2,312,320

短期借入金の返済による支出 △1,411,869 △3,022,680

長期借入れによる収入 2,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △662,252 △745,297

自己株式の取得による支出 △449 △959,758

配当金の支払額 △68,391 △68,391

少数株主への配当金の支払額 － △15,300

リース債務の返済による支出 △76,804 △91,270

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,724,185 △2,590,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 174,585 74,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,434,729 △888,381

現金及び現金同等物の期首残高 3,871,952 6,208,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,306,681 5,319,891



（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

      前第１四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失（△）の合計額に占め

る「自動車部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………インドネシア・中国・タイ 

３ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称変更しました。  

前第１四半期連結累計期間のその他の地域のセグメントは全てアジア地域のものであります。 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
7,790,418 4,411,955 1,881,212 14,083,587 － 14,083,587 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
710,296 3,772 787,044 1,501,113 (1,501,113) － 

計 8,500,715 4,415,727 2,668,256 15,584,700 (1,501,113) 14,083,587 

営業費用 8,671,493 4,847,702 2,541,647 16,060,843 (1,576,307) 14,484,535 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△170,778 △431,974 126,609 △476,143 75,194 △400,948 



〔海外売上高〕 

 （注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・インドネシア・タイ他 

(3) その他の地域……イギリス他 

４ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、アジア地域の金額的重

要性と伴に、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しました。  

前第１四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア2,087,186千円、その他の地域559,764千円

であります。 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

  北米 アジア その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,411,955 1,902,543 36,831 6,351,330 

Ⅱ 連結売上高(千円)       14,083,587 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
31.3 13.5 0.2 45.0 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては北米（米国、メキ

シコ）、中国等の現地法人がそれぞれ担当し、事業活動を展開しております。  

 したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」、「中国」、「その他」の４つを報告セグメントとしております。 

２．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 

当第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） 

                                               （単位：千円）

 （注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 （注）２ 報告セグメントの「その他」はタイ・インドネシアであります。 

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。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は,平成22年５月11日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項を決議し、平成22年５月12日に

自己株式を取得いたしました。この結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が959,758千円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において自己株式が、2,061,152千円となっております。 

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

合計 
日本 北米 中国 

その他 
（注）２ 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
10,716,440 7,247,168 2,617,449 241,795 20,822,854 － 20,822,854

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,553,824 16,527 100,065 1,340,874 3,011,292 (3,011,292) －

計 12,270,265 7,263,696 2,717,515 1,582,670 23,834,146 (3,011,292) 20,822,854

セグメント利益 432,018 400,527 469,754 68,809 1,371,109 23,765  1,394,875



４．補足情報 

    部門別売上高状況 

  

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第１四半期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日）

当第１四半期 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 2,335,361 16.5 3,525,390 16.9 1,190,028 50.9 

エアバッグ 5,796,286 41.1 8,724,194 41.8 2,927,908 50.5 

小計  8,131,648 57.7 12,249,584 58.8 4,117,936 50.6 

 樹脂部品   5,940,254 42.1 8,558,903 41.1 2,618,649 44.0 

  計  14,071,902 99.9 20,808,488 99.9 6,736,586 47.8 

その他事業 11,684 0.0 14,365 0.0 2,681 22.9 

合計 14,083,587 100.0 20,822,854 100.0 6,739,267 47.8 
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