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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 64,661 30.1 3,475 399.9 3,354 422.3 2,681 ―

22年3月期第3四半期 49,677 △33.6 695 △31.1 642 △15.0 △841 ―

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 160.08 ―

22年3月期第3四半期 △46.20 ―

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 51,454 17,523 32.7 1,027.21
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3四半期  16,831百万円 22年3月期  16,080百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
23年3月期 ― 3.75 ―

23年3月期 
（予想）

3.75 7.50

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 86,000 22.8 4,200 228.1 4,100 239.1 3,400 ― 204.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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 

（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。なお、上記業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 ニートン・オート・メヒカーナ ）、 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  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3Q  3,024,536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3Q  16,748,846株 22年3月期3Q  18,201,657株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の景気上昇による輸出と生産の増加

等により、企業収益に一部回復の兆しが見られるものの、円高・デフレの長期化及び厳しい雇用情勢等依然として

先行き不透明な状況で推移いたしました。  

このような状況の中で、当第３四半期連結累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30.1％増の

64,661百万円となりました。損益面では増収影響、労務費等固定費削減により、営業利益は前年同期比399.9％増

の3,475百万円、経常利益は前年同期比422.3％増の3,354百万円、四半期純利益は2,681百万円（前年同期は841百

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３四半期連結会計期間末における資産合計は、51,454百万円となり、前連結会計年度に比べ23百万円減少し

ました。これは有形固定資産の減少1,484百万円、受取手形及び売掛金の増加979百万円、現金及び預金の増加465

百万円が主な要因であります。 

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、33,931百万円となり、前連結会計年度に比べ826百万円減少

しました。これは長短借入金の減少1,694百万円、支払手形及び買掛金の増加1,064百万円が主な要因であります。

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,523百万円となり、前連結会計年度に比べ803百万円増

加しました。これは利益剰余金の増加2,551百万円、自己株式の減少960百万円、為替換算調整勘定の減少772百万

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 

通期の業績見通しにつきましては、中国の得意先増産影響、経費削減効果等を勘案し、平成22年10月29日に公表

いたしました平成23年３月期の通期業績予想を変更し、売上高86,000百万円（前回予想比1.1％増）、営業利益

4,200百万円（前回予想比31.2％増）、経常利益4,100百万円（前回予想比28.1％増）、当期純利益3,400百万円

（前回予想比30.7％増）となる見込みであります。 

なお、為替レートにつきましては、通期平均で1ドル87円を前提としております。 

詳細については、本日別途公表の「平成23年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

当連結会計期間において、ニートン・オート・メヒカーナが新たに設立されたため、連結の範囲に含めており

ます。 

（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３四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 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 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。 

これにより、営業利益及び経常利益に与える影響はありませんが、税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



② 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

これによる損益への影響はありません。  

（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。 



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 6,693,673 6,227,872

受取手形及び売掛金 13,418,371 12,438,648

製品 877,117 897,207

原材料 3,858,935 3,747,630

仕掛品 969,180 1,104,447

貯蔵品 1,046,148 1,402,640

繰延税金資産 356,541 506,166

その他 1,870,621 1,296,508

貸倒引当金 △4,922 △7,753

流動資産合計 29,085,667 27,613,368

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,873,036 7,362,670

機械装置及び運搬具（純額） 6,264,823 6,874,361

工具、器具及び備品（純額） 1,774,180 1,888,992

土地 4,197,588 4,312,841

その他（純額） 666,055 820,996

有形固定資産合計 19,775,684 21,259,862

無形固定資産   

その他 320,547 347,356

無形固定資産合計 320,547 347,356

投資その他の資産   

投資有価証券 1,621,431 1,657,706

繰延税金資産 10,636 9,927

その他 654,920 604,090

貸倒引当金 △14,160 △14,160

投資その他の資産合計 2,272,827 2,257,565

固定資産合計 22,369,059 23,864,784

資産合計 51,454,727 51,478,152



（単位：千円）

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 12,552,029 11,487,572

短期借入金 7,343,268 8,219,577

未払法人税等 121,749 117,669

繰延税金負債 205,782 77,376

賞与引当金 357,657 637,755

役員賞与引当金 37,501 50,000

製品保証引当金 339,278 662,836

その他 4,567,895 3,991,699

流動負債合計 25,525,162 25,244,486

固定負債   

長期借入金 4,363,048 5,181,492

繰延税金負債 444,200 623,222

退職給付引当金 2,754,529 2,781,948

役員退職慰労引当金 490,937 454,471

その他 353,257 472,028

固定負債合計 8,405,973 9,513,161

負債合計 33,931,135 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 16,176,371 13,625,047

自己株式 △2,062,032 △1,101,393

株主資本合計 20,504,902 18,914,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 330,377 397,933

為替換算調整勘定 △4,003,927 △3,231,757

評価・換算差額等合計 △3,673,549 △2,833,823

少数株主持分 692,239 640,110

純資産合計 17,523,591 16,720,503

負債純資産合計 51,454,727 51,478,152



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 49,677,170 64,661,949

売上原価 45,562,435 57,483,168

売上総利益 4,114,734 7,178,780

販売費及び一般管理費 3,419,474 3,702,873

営業利益 695,259 3,475,907

営業外収益   

受取利息 15,582 22,129

受取配当金 19,610 31,818

投資不動産賃貸料 46,647 49,042

持分法による投資利益 － 28,489

助成金収入 170,654 －

雑収入 205,466 177,317

営業外収益合計 457,960 308,796

営業外費用   

支払利息 262,443 191,957

持分法による投資損失 45,041 －

為替差損 15,706 134,810

雑損失 187,953 103,899

営業外費用合計 511,144 430,668

経常利益 642,076 3,354,036

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,640

特別利益合計 － 2,640

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,243

割増退職金 922,234 －

出資金評価損 341,366 －

その他 35,256 4,779

特別損失合計 1,298,856 18,022

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（△）

△656,780 3,338,653

法人税等 115,575 561,073

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,777,579

少数株主利益 68,696 96,260

四半期純利益又は四半期純損失（△） △841,051 2,681,319



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△656,780 3,338,653

減価償却費 3,232,199 2,924,467

のれん償却額 722 722

貸倒引当金の増減額（△は減少） 417 △2,643

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,097 △280,098

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △12,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） △268,639 △26,073

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,706 36,466

受取利息及び受取配当金 △35,193 △53,948

支払利息 262,443 191,957

持分法による投資損益（△は益） 45,041 △28,489

有形固定資産処分損益（△は益） 25,456 －

出資金評価損 341,366 －

割増退職金 922,234 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,924,387 △1,430,037

たな卸資産の増減額（△は増加） 255,441 112,532

仕入債務の増減額（△は減少） 2,167,143 1,402,158

未払消費税等の増減額（△は減少） 198,103 △29,090

その他 367,668 △189,387

小計 3,719,847 5,954,692

利息及び配当金の受取額 35,493 53,948

利息の支払額 △251,233 △178,919

割増退職金の支払額 △75,176 －

法人税等の支払額 △340,614 △390,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,088,316 5,438,906

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 △2,027,407 △1,978,228

有形固定資産の売却による収入 74,095 54,336

投資有価証券の取得による支出 △10,597 △12,592

貸付けによる支出 △21,900 △9,212

貸付金の回収による収入 29,680 6,351

定期預金の預入による支出 － △261,800

その他 △53,121 10,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,009,250 △2,190,163



（単位：千円）

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) 

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 5,708,516 5,341,211

短期借入金の返済による支出 △5,047,845 △5,803,550

長期借入れによる収入 4,284,590 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △2,075,039 △2,284,848

セールス・アンド・リースバックによる収入 － 218,451

自己株式の取得による支出 △1,291 △959,313

配当金の支払額 △136,783 △129,995

少数株主への配当金の支払額 △51,000 △15,300

リース債務の返済による支出 △207,514 △328,306

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,473,632 △2,761,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,739 △252,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,522,958 235,000

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 7,394,911 6,443,273



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……………中国・タイ・インドネシア 

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３四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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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) 

  
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 
 27,615,456  14,682,744  7,378,969  49,677,170  －  49,677,170

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 2,529,245  9,188  2,843,859  5,382,293 (5,382,293)  －

計  30,144,702  14,691,932  10,222,829  55,059,463 (5,382,293)  49,677,170

営業費用  29,921,871  15,532,559  8,988,417  54,442,848 (5,460,938)  48,981,910

営業利益又は 

営業損失(△) 
 222,830  △840,627  1,234,411  616,615  78,644  695,259



〔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・タイ・インドネシア他 

(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、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その他の地域に名称変更しました。 

前第３四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア7,202,702千円、その他の地域1,563,781千円

であります。 

  
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) 

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円)  16,482,744  7,517,590  261,229  22,461,563

Ⅱ 連結売上高(千円)                    49,677,170

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 29.5  15.1  0.5  45.2



〔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」の３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：千円）

 （注） 「その他」は、タイ・インドネシアであります。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損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：千円） 

（追加情報） 

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。  

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３四半期連結会計期間末における自己株式は2,062,032千円となって

おります。  

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高  34,886,699  20,339,039  8,660,358  63,886,097  775,851  64,661,949

セグメント間の内部売上高
又は振替高  4,153,485  30,815  943,509  5,127,809  3,871,304  8,999,114

計  39,040,184  20,369,854  9,603,868  69,013,907  4,647,156  73,661,064

セグメント利益  1,467,713  291,796  1,427,743  3,187,253  245,318  3,432,572

利益 金額   

報告セグメント計  3,187,253

「その他」の区分の利益  245,318

セグメント間取引消去  △4,520

その他の調整  47,856

四半期連結損益計算書の営業利益  3,475,907

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

部門別売上高情報 

                                                                           （単位：千円未満切捨）

  

  

４．補足情報

  

前第３四半期 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日)

当第３四半期 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31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  7,968,738  16.0  10,880,482  16.8  2,911,743  36.5

エアバッグ  20,876,777  42.0  27,775,588  42.9  6,898,810  33.0

小計  28,845,516  58.0  38,656,070  59.7  9,810,554  34.0

樹脂部品  20,788,694  41.8  25,960,779  40.1  5,172,084  24.8

計  49,634,211  99.9  64,616,849  99.9  14,982,638  30.1

その他事業  42,958  0.0  45,099  0.0  2,141  4.9

合計  49,677,170  100.0  64,661,949  100.0  14,984,779  30.1
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