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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 20,445 65.8 1,907 ― 1,765 ― 1,218 ―

22年3月期第3四半期 12,333 △42.4 △308 ― △322 ― △609 ―

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 84.68 ―

22年3月期第3四半期 △42.36 ―

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 20,645 11,994 55.6 798.16
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3四半期  11,484百万円 22年3月期  10,380百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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  無  
 

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 26,000 46.8 1,950 ― 1,800 ― 1,200 ― 83.40



(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．平成22年10月25日に公表いたしました業績予想及び配当予想に変更はありません。 
２．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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ― ）、 除外 ―社 （社名 ― ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 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3Q  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3Q 14,388,384株 22年3月期3Q 14,388,404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（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、アジア地域を中心とし

た需要等に支えられ、景気回復の兆しがみられるものの、長引く円高やデフレの進行、深刻な雇用情勢など先行き

不透明な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、新興国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等により前年同四半期に比べ大幅に売上高が増加しました。 

また、産業・建設機械業界におきましても、中国やアジア向けの需要が堅調に推移し、前年同四半期に比べ大幅

に売上高が増加しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は204億45百万円（前年同四半期比

65.8％増）となりました。 

利益面におきましては、売上高の増加と原価低減活動を推し進めた結果、営業利益は19億７百万円（前年同四半

期は営業損失３億８百万円）、経常利益は17億65百万円（前年同四半期は営業損失３億22百万円）、四半期純利益

は12億18百万円（前年同四半期は営業損失６億９百万円）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３四半期連結会計期間末における総資産は、206億45百万円と前連結会計年度末に比べ29億３百万円の増加

となりました。 

流動資産は127億98百万円と前連結会計年度末に比べ35億68百万円の増加となり、固定資産は78億46百万円と前

連結会計年度末に比べ６億64百万円の減少となりました。 

流動資産増加の主な要因は、売上高の増加により受取手形及び売掛金22億92百万円、棚卸資産の増加２億64百万

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９億77百万円が増

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６億69百

万円等によるものです。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、86億50百万円と前連結会計年度末に比べ17億91百万円の増加とな

りました。 

流動負債は83億18百万円と前連結会計年度末に比べ17億75百万円の増加となり、固定負債は３億31百万円と前連

結会計年度末に比べ16百万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１億61百万円、未払費用１億99百万円が減少しま

したが、支払手形及び買掛金が17億29百万円及び未払法人税等３億15百万円が増加したこと等によるものです。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、119億94百万円と前連結会計年度末に比べ11億12百万円の増加

となりました。 

増加の主な要因は、四半期純利益（累計期間）12億18百万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月期の業績予想につきましては、今後の見通しを勘案した結果、現時点において平成22年10月25日に公

表いたしました業績予想を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 1,316,386 1,329,900

受取手形及び売掛金 8,305,713 6,013,430

商品及び製品 560,913 420,530

仕掛品 335,513 330,588

原材料及び貯蔵品 738,417 618,899

繰延税金資産 227,221 229,155

その他 1,316,080 289,427

貸倒引当金 △1,465 △1,465

流動資産合計 12,798,781 9,230,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,226,253 4,235,298

減価償却累計額 △2,359,759 △2,279,263

建物及び構築物（純額） 1,866,494 1,956,034

機械装置及び運搬具 11,927,043 11,821,386

減価償却累計額 △8,857,223 △8,523,215

機械装置及び運搬具（純額） 3,069,820 3,298,170

工具、器具及び備品 5,532,592 5,340,051

減価償却累計額 △4,776,075 △4,508,473

工具、器具及び備品（純額） 756,517 831,577

土地 1,268,890 1,268,890

建設仮勘定 160,943 437,339

有形固定資産合計 7,122,665 7,792,014

無形固定資産 63,029 71,393

投資その他の資産   

投資有価証券 462,106 350,591

繰延税金資産 133,401 208,724

その他 67,260 90,222

貸倒引当金 △2,200 △2,200

投資その他の資産合計 660,568 647,339

固定資産合計 7,846,264 8,510,746

資産合計 20,645,046 17,741,214
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（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 5,993,007 4,263,831

短期借入金 610,968 772,741

未払費用 680,175 879,785

未払法人税等 336,057 20,910

製品保証引当金 68,355 32,206

設備関係支払手形 145,720 59,794

その他 484,644 514,517

流動負債合計 8,318,928 6,543,787

固定負債   

退職給付引当金 220,308 201,711

その他 111,076 113,341

固定負債合計 331,384 315,052

負債合計 8,650,312 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 9,439,126 8,263,841

自己株式 △4,292 △4,292

株主資本合計 11,530,734 10,355,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,814 100,011

為替換算調整勘定 △205,314 △75,175

評価・換算差額等合計 △46,500 24,835

少数株主持分 510,499 502,089

純資産合計 11,994,733 10,882,374

負債純資産合計 20,645,046 17,741,214

東京ラヂエーター製造株式会社（7235）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

5



（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 12,333,507 20,445,140

売上原価 11,490,487 17,000,444

売上総利益 843,019 3,444,696

販売費及び一般管理費 1,151,220 1,537,350

営業利益又は営業損失（△） △308,200 1,907,345

営業外収益   

受取利息 7,269 3,166

受取配当金 3,465 5,886

受取賃貸料 3,700 6,021

受取手数料 7,357 8,285

持分法による投資利益 117 3,253

その他 13,990 5,115

営業外収益合計 35,901 31,729

営業外費用   

支払利息 8,932 5,349

為替差損 36,306 163,496

その他 4,773 4,337

営業外費用合計 50,012 173,183

経常利益又は経常損失（△） △322,312 1,765,892

特別利益   

投資有価証券売却益 － 13,780

製品無償補修費戻入益 247,356 －

その他 7,108 －

特別利益合計 254,464 13,780

特別損失   

固定資産除却損 2,603 1,433

減損損失 103,264 －

環境対策費 69,320 －

補償損失 25,000 －

特別損失合計 200,188 1,433

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（△）

△268,036 1,778,238

法人税、住民税及び事業税 27,361 396,829

法人税等調整額 225,651 30,217

法人税等合計 253,012 427,047

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,351,191

少数株主利益 88,384 132,741

四半期純利益又は四半期純損失（△） △609,433 1,218,450
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 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） 

 該当事項はありません。 

  

  

 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） 

 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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