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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 60,829 20.6 5,764 88.2 5,291 72.6 2,756 65.6
22年3月期第3四半期 50,458 △23.4 3,062 18.0 3,065 37.6 1,664 46.9

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3四半期 77.28 ―

22年3月期第3四半期 47.41 ―

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3四半期 66,927 37,053 52.4 955.76
22年3月期 65,071 34,144 49.7 921.52

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  35,058百万円 22年3月期  32,328百万円

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  
 

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 ― 8.00 ― 9.00 17.00
23年3月期 ― 9.50 ―

23年3月期 
（予想）

9.50 19.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 80,900 11.9 6,850 47.5 6,300 37.6 3,300 40.9 91.89



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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 
 業績予想については、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。なお、業績予想の前提となる仮定及び注意事項については、３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 37,112,000株 22年3月期  37,112,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  430,806株 22年3月期  2,030,291株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 35,657,803株 22年3月期3Q 35,098,428株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間は、外需や政策効果による企業収益の改善もあり、景気は自律的な回復の動きも見られ

ましたが、雇用情勢は冷え込んだままであり、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況のなか、当社グループの主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用樹脂

製品は、海外を中心に前年同期に比べて生産が大幅に増加いたしました。 

その結果、売上高は608億29百万円（前年同期比20.6％増加）となりました。また、利益面につきましては、

売上高の回復に加えて、前期から取り組んできた構造改革によるコスト削減効果により、経常利益は52億91百万

円（前年同期比72.6％増加）、四半期純利益は27億56百万円（前年同期比65.6％増加）と、増収増益となりまし

た。 

   

 製品別では、車輌配管製品（ブレーキ・燃料配管用等）、エンジンシステム向けのブレージング製品（燃料噴

射用、冷却水循環用、オイル冷却用等）、樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）及び車輌安全

製品（シートベルト用）のいずれの製品も前年同期と比べて売上げが増加いたしました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 環境対応車向けの補助金制度は終了しましたが、取引先自動車メーカーの生産は前年同期に比べ回復し、製

品受注が増加いたしました結果、売上高は339億78百万円（前年同期比14.6％増加）、営業利益は、33億３百万

円（前年同期比57.5％増加）となりました。 

②北米・中南米 

 取引先自動車メーカーの生産回復により、売上高は139億29百万円（前年同期比28.1％増加）となりました。

また、構造改革による業務効率化と生産性の向上により、営業利益は11億50百万円（前年同期比243.3％増加）

となりました。 

③中国 

 中国自動車市場の拡大により引き続き堅調に推移いたしました結果、売上高は38億80百万円（前年同期比

10.3％増加）、改革による業務効率化と生産性の向上により、営業利益は４億68百万円（前年同期比41.8％増

加）となりました。 

④アジア 

 タイ、インドネシアをはじめとする東南アジアにおける自動車市場の大幅な回復により、売上高は69億33百

万円（前年同期比54.3％増加）、営業利益は９億98百万円（前年同期比229.4％増加）となりました。 

⑤欧州 

 売上高は21億９百万円（前年同期比9.4％増加）となりましたが、取引先自動車メーカーの生産回復の遅れに

より収益を確保するまでには至らず、74百万円の営業損失となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は669億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億56百万円増加しました。主

な要因は、現金及び預金の増加７億34百万円、たな卸資産の増加５億26百万円、有形固定資産の減少10億93百万

円、投資有価証券の増加10億25百万円、繰延税金資産の増加１億33百万円等であります。 

 負債合計は298億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億53百万円減少しました。主な要因は借入金

の減少12億８百万円、未払金の増加３億68百万円、退職給付引当金の増加３億14百万円等であります。  

 純資産は370億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて29億９百万円増加しました。主な要因は四半期純

利益による増加27億56百万円、配当金支払による減少６億64百万円、自己株式の処分による増加10億26百万円、

為替換算調整勘定の減少３億99百万円等であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が45億13百万円、減価償却費が31億36百万円、売

上債権の増加による資金減が４億41百万円、たな卸資産の増加による資金減が８億99百万円、仕入債務の増加に

よる資金増が８億86百万円、法人税等の支払による資金減が21億16百万円あったことなどにより、58億49百万円

となりました。 

 投資活動により使用された資金は、有形固定資産の取得による支出が30億99百万円、投資有価証券の取得によ

る支出が11億66百万円あったことなどにより、42億45百万円となりました。 

 財務活動により使用された資金は、短期借入金の返済による支出10億56百万円、自己株式の処分による収入９

億92百万円、配当金の支払による減少６億64百万円などにより、６億80百万円となりました。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前期末と比較して７億34百万円増加し、100億

47百万円となりました。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高は、米国、中国、アジアを中

心として販売が堅調に推移しておりますが、為替等の影響があり、前回予想を下回る見込みであります。利益面

については、当社グループ全体で取り組んでいる構造改革によるコスト削減効果もあり、前回公表の予想値を上

回る見込みであります。 

  

平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成23年3月31日) 

（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 

 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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の変動はありません。 

  

  

（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。 

  

  

  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 百万円

前回発表予想 

（Ａ） 
82,000 5,700 5,400 3,100 88.37

今回修正予想 

（Ｂ） 
80,900 6,850 6,300 3,300 91.89

増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 1,150 900 200 -

増減率(%) △1.3 20.2 16.7 6.5 -

(ご参考)前年実績 

平成22年３月期 
72,274 4,643 4,577 2,342 66.73

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 10,179 9,444

受取手形及び売掛金 14,915 14,824

商品及び製品 2,577 2,490

仕掛品 2,011 1,881

原材料及び貯蔵品 4,010 3,700

繰延税金資産 246 428

その他 1,562 857

流動資産合計 35,498 33,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,020 12,982

機械装置及び運搬具 40,445 42,976

工具、器具及び備品 6,330 6,077

土地 3,917 3,445

リース資産 177 112

建設仮勘定 1,082 841

減価償却累計額 △41,886 △42,542

減損損失累計額 △287 －

有形固定資産合計 22,798 23,891

無形固定資産   

のれん 12 39

リース資産 93 100

その他 312 374

無形固定資産合計 417 513

投資その他の資産   

投資有価証券 5,326 4,301

繰延税金資産 2,391 2,258

その他 497 484

投資その他の資産合計 8,214 7,043

固定資産合計 31,429 31,446

繰延資産 － 1

資産合計 66,927 65,071
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,428 11,932

短期借入金 3,845 5,062

未払金 2,077 1,709

未払法人税等 469 1,114

賞与引当金 206 699

製品保証引当金 228 187

その他 1,168 1,107

流動負債合計 20,420 21,810

固定負債   

長期借入金 2,103 2,094

リース債務 139 126

退職給付引当金 7,011 6,696

役員退職慰労引当金 202 202

固定負債合計 9,454 9,117

負債合計 29,874 30,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,481 3,481

資本剰余金 2,998 3,031

利益剰余金 30,221 28,129

自己株式 △276 △1,302

株主資本合計 36,423 33,340

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,537 1,520

繰延ヘッジ損益 10 △20

為替換算調整勘定 △2,911 △2,512

評価・換算差額等合計 △1,365 △1,012

少数株主持分 1,995 1,816

純資産合計 37,053 34,144

負債純資産合計 66,927 65,071
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 50,458 60,829

売上原価 42,458 49,724

売上総利益 8,000 11,105

販売費及び一般管理費 4,938 5,341

営業利益 3,062 5,764

営業外収益   

受取利息 9 16

受取配当金 39 54

為替差益 61 －

その他 236 193

営業外収益合計 345 263

営業外費用   

支払利息 248 174

為替差損 － 455

その他 94 106

営業外費用合計 342 736

経常利益 3,065 5,291

特別利益   

前期損益修正益 78 14

固定資産売却益 18 15

特別利益合計 96 29

特別損失   

前期損益修正損 － 83

固定資産除却損 14 174

投資有価証券評価損 256 74

減損損失 － 287

子会社清算損 － 190

特別損失合計 270 807

税金等調整前四半期純利益 2,892 4,513

法人税、住民税及び事業税 1,101 1,451

法人税等調整額 △1 9

法人税等合計 1,100 1,460

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,054

少数株主利益 128 298

四半期純利益 1,664 2,756
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,892 4,513

減価償却費 3,263 3,136

減損損失 － 287

のれん償却額 136 38

有形固定資産除却損 － 174

投資有価証券評価損益（△は益） 256 74

子会社清算損益（△は益） － 190

受取利息及び受取配当金 △47 △70

支払利息 248 174

有形固定資産売却損益（△は益） － △15

売上債権の増減額（△は増加） △4,458 △441

たな卸資産の増減額（△は増加） 732 △899

仕入債務の増減額（△は減少） 2,977 886

その他 536 29

小計 6,534 8,077

利息及び配当金の受取額 47 74

利息の支払額 △271 △185

法人税等の支払額 △657 △2,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,653 5,849

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 △1,668 △3,099

有形固定資産の売却による収入 18 15

投資有価証券の取得による支出 △11 △1,166

その他 △18 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,679 △4,245

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 11,450 2,811

短期借入金の返済による支出 △11,673 △3,868

長期借入れによる収入 9 732

長期借入金の返済による支出 △646 △663

自己株式の取得による支出 △34 △0

自己株式の処分による収入 － 992

配当金の支払額 △421 △664

少数株主への配当金の支払額 △34 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,348 △680

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 △190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,667 734

現金及び現金同等物の期首残高 5,456 9,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,123 10,047
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 自動車事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、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〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2)その他…アジア・ヨーロッパ地域 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2）その他…アジア・ヨーロッパ地域 

３．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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
北米・中南米
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  29,642  10,877  9,939  50,458  －  50,458

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 16,353  2,876  1,625  20,853  △20,853  －

計  45,995  13,753  11,563  71,311  △20,853  50,458

営業利益  2,097  335  630  3,062  －  3,062

  北米・中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,947  10,602  21,549

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  50,458

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
 21.7  21.0  42.7
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〔セグメント情報〕 

（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31日）を適用しております。 

  

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諸表が入手可能であり、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、電器部品及び設備等を製造・販売しており、国内においては当社及びフルトンプロダ

クツ工業（株）他の連結子会社が、海外においては北南米、欧州、中国、アジアの各地域をサンオー アメリ

カ インコーポレーテッド(米国)、サンオー UK マニュファクチュアリング リミテッド(英国)、広州三櫻制管有

限公司(中国）、エイブル サンオー インダストリーズ(1996) CO. LTD(タイ)及びその他の連結子会社各社がそ

れぞれ担当しております。連結子会社はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、製造・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

南米」、「欧州」、「中国」及び「アジア」の５つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、

自動車部品のほか、電器部品及び設備等を製造・販売しております。 

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：百万円） 

（注） １. セグメント利益の調整額には、のれんの償却額△38百万円及び棚卸資産の調整額△55百万円が含 

      まれております。 

    ２. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

    
 
  

  
  

報告セグメント
  

 
  

  
調整額 

四半期損
益計算書

     日本 北南米 欧州 中国 アジア 計 
（注１） 

  
計上額
（注２） 

売上高                 

(1) 
外部顧客への

売上高  
 33,978  13,929  2,109  3,880  6,933  60,829  －  60,829

(2) 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高  

 9,737  85  －  264  －  10,086  △10,086  －

計  43,716  14,013  2,109  4,144  6,933  70,915  △10,086  60,829

 セグメント利益  3,303  1,150  △74  468  998  5,845  △81  5,764
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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  

  

（固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報） 

 （単位：百万円）  

  

（のれんの金額の重要な変動）  

 該当事項はありません。  

  

（重要な負ののれん発生益）  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

  日本 北南米  欧州  中国  アジア  合計  

 減損損失   287  －  －  －  －   287

（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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