
   

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）当四半期における配当予想の修正有無：無 

平成23年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定であります。  

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  

        

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８月６日

上場会社名 東京ラヂエーター製造株式会社 上場取引所  東証二部 

コード番号 7235 URL http://www.tokyo-radiator.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）原口 史郎 

問合せ先責任者  （役職名） 総務部・企画管理部担当執行役員総務部長 （氏名）村田  敬 

        TEL  (0466) 87-1231   

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12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     

  （百万円未満切捨て）

（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  6,138  112.9  568  －  566  －  511  －

22年３月期第１四半期  2,882  △63.1  △363  －  △320  －  △625  －

  
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  35  52  －      

22年３月期第１四半期  △43  47  －      

  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  19,012  11,454  57.4  757  95

22年３月期  17,741  10,882  58.5  721  44

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 10,905百万円 22年３月期 10,380百万円

  
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  －        0 00 －      0 00  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      －       －      

  （％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）

  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）  11,000  52.9  400  －  410  －  230  －  15  99

通期  22,000  24.2  750  －  750  748.4  440  －  30  58



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」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 （－）                        、除外    － 社  （－） 

（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：無 

（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：無 

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中であります。  

  

※  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．平成23年３月期の配当は、今後の業績動向を勘案したうえで平成22年10月末までに開示いたします。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 14,400,000株 22年３月期 14,400,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 11,616株 22年３月期 11,616株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 14,388,384株 22年３月期１Ｑ 14,388,434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（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、各国の景気刺激策

などにより景気の持ち直しが見られるものの、雇用や個人消費が引き続き低い水準に留まるなど本格的な景気回復

までには至らず、依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要市場でありますトラック業界では、東南アジアやオセアニアを中心

に需要が増加し、国内市場においてもエコカー減税・補助金や新排ガス規制の駆け込み需要により前年同四半期に

比べ需要が増加しました。 

また、産業・建設機械業界におきましても、中国で急速な市場拡大を背景に需要が増加し、インドネシア等の新

興国向けの需要も堅調に推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は61億38百万円（前年同四半期比

112.9％増）、営業利益は５億68百万円（前年同四半期は営業損失３億63百万円）、経常利益は５億66百万円（前

年同四半期は経常損失３億20百万円）、四半期純利益は５億11百万円（前年同四半期は四半期純損失６億25百万

円）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総資産は、190億12百万円と前連結会計年度末に比べ12億71百万円の増加

となりました。 

流動資産は108億23百万円と前連結会計年度末に比べ15億93百万円の増加となり、固定資産は81億88百万円と前

連結会計年度末に比べ３億22百万円の減少となりました。 

流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加10億４百万円、棚卸資産の増加２億４百万円及び流動資

産「その他」に含まれている日産自動車㈱のグループファイナンスに対する預け金３億87百万円が増加したこと等

によるものです。  

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の新規投資を減価償却費の範囲内で実施したことによる減少３億２百

万円等によるものです。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、75億57百万円と前連結会計年度末に比べ６億99百万円の増加とな

りました。 

流動負債は72億25百万円と前連結会計年度末に比べ６億81百万円の増加となり、固定負債は３億32百万円と前連

結会計年度末に比べ17百万円の増加となりました。 

流動負債増加の主な要因は、借入金の返済により短期借入金が１億62百万円減少しましたが、支払手形及び買掛

金が６億64百万円及び未払費用１億61百万円が増加したこと等によるものです。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、114億54百万円と前連結会計年度末に比べ５億72百万円の増加

となりました。 

増加の主な要因は、四半期純利益５億11百万円の計上により利益剰余金が増加し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 

平成23年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、トラック及び産業・建設機械が

中国・東南アジアを中心に増加傾向を強め堅調に推移していますが、今後の市場環境にはエコカー減税・補助金の

打ち切り、国内資材価格動向、欧州の金融不安の影響等先行き不透明な状況であり、事業環境を慎重に見極める必

要があることから、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想から変更しておりません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（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。 

  

  

２．その他の情報
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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）

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 1,192,909 1,329,900

受取手形及び売掛金 7,017,922 6,013,430

商品及び製品 523,605 420,530

仕掛品 363,138 330,588

原材料及び貯蔵品 687,569 618,899

繰延税金資産 359,710 229,155

その他 680,264 289,427

貸倒引当金 △1,465 △1,465

流動資産合計 10,823,654 9,230,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,239,267 4,235,298

減価償却累計額 △2,308,070 △2,279,263

建物及び構築物（純額） 1,931,197 1,956,034

機械装置及び運搬具 11,963,419 11,821,386

減価償却累計額 △8,670,959 △8,523,215

機械装置及び運搬具（純額） 3,292,459 3,298,170

工具、器具及び備品 5,478,909 5,340,051

減価償却累計額 △4,650,691 △4,508,473

工具、器具及び備品（純額） 828,218 831,577

土地 1,268,890 1,268,890

建設仮勘定 169,019 437,339

有形固定資産合計 7,489,785 7,792,014

無形固定資産 70,393 71,393

投資その他の資産   

投資有価証券 350,525 350,591

繰延税金資産 198,553 208,724

その他 81,638 90,222

貸倒引当金 △2,200 △2,200

投資その他の資産合計 628,517 647,339

固定資産合計 8,188,696 8,510,746

資産合計 19,012,351 17,741,214
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（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 4,928,287 4,263,831

短期借入金 610,444 772,741

未払費用 1,041,671 879,785

未払法人税等 148,271 20,910

製品保証引当金 38,421 32,206

設備関係支払手形 129,861 59,794

その他 328,307 514,517

流動負債合計 7,225,263 6,543,787

固定負債   

退職給付引当金 219,079 201,711

その他 113,620 113,341

固定負債合計 332,700 315,052

負債合計 7,557,963 6,858,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 8,774,875 8,263,841

自己株式 △4,292 △4,292

株主資本合計 10,866,483 10,355,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93,468 100,011

為替換算調整勘定 △54,217 △75,175

評価・換算差額等合計 39,250 24,835

少数株主持分 548,653 502,089

純資産合計 11,454,387 10,882,374

負債純資産合計 19,012,351 17,741,214

5



（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 2,882,619 6,138,493

売上原価 2,888,116 5,128,274

売上総利益又は売上総損失（△） △5,496 1,010,219

販売費及び一般管理費 357,707 441,817

営業利益又は営業損失（△） △363,204 568,401

営業外収益   

受取利息 3,273 1,033

受取配当金 2,869 2,612

為替差益 31,042 －

受取賃貸料 1,229 2,007

受取手数料 1,999 2,567

持分法による投資利益 － 986

その他 6,928 3,156

営業外収益合計 47,342 12,363

営業外費用   

支払利息 2,753 1,895

為替差損 － 10,624

その他 1,682 1,480

営業外費用合計 4,436 14,001

経常利益又は経常損失（△） △320,298 566,763

特別損失   

固定資産除却損 64 124

減損損失 103,264 －

環境対策費 68,683 －

特別損失合計 172,011 124

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（△）

△492,310 566,639

法人税、住民税及び事業税 15,947 139,869

法人税等調整額 89,705 △124,042

法人税等合計 105,653 15,827

少数株主損益調整前四半期純利益 － 550,811

少数株主利益 27,495 39,777

四半期純利益又は四半期純損失（△） △625,459 511,034
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 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） 

  該当事項はありません。 

  

  

 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） 

  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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