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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 85,631 △25.7 842 △85.3 727 △87.0 △647 ―
23年3月期第1四半期 115,297 52.6 5,709 205.7 5,595 317.9 1,622 255.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △647百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 1,620百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △4.14 ―
23年3月期第1四半期 10.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 243,463 148,552 61.0
23年3月期 246,903 149,903 60.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  148,552百万円 23年3月期  149,903百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.50 ― 4.50 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 193,000 △31.7 1,500 △90.3 1,300 △91.4 △1,400 ― △8.95
通期 449,000 △11.3 7,400 △59.3 7,000 △60.4 1,600 △77.8 10.23



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
本資料に掲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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 157,239,691 株 23年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 901,985 株 23年3月期 901,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 156,337,720 株 23年3月期1Q 156,341,316 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の長期化や、３月11日に発生した東日本大震

災及び原子力発電所事故の影響等により、企業の生産活動の低下、雇用環境の悪化、個人消費の低迷な

ど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、昨年4月に生

産を開始した輸出向け「インフィニティＱＸ５６」や同７月に生産を開始した「エルグランド」の増加

がある一方、同９月で生産を終了した「セレナ」や「ピックアップ」の減少などにより、売上台数は前

年同期と比べ35.8％減少の38,365台、売上高も25.7％減少の856億円となりました。営業利益は売上高

の減少などにより85.3％減少の8億円、経常利益も87.0％減少の7億円となりました。また、四半期純損

益は、東日本大震災による災害損失13億円の特別損失計上、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

17億円の特別損失減少などにより、前年同期と比べ22億円減少し、6億円の四半期純損失となりまし

た。 

  

(資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ18億円増加の1,202億円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金の増加39億円、仕掛品の増加33億円、預け金の減少31億円、原材料及び貯蔵品の減少20億円

によるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ53億円減少の1,231億円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ34億円減少の2,434億円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ5億円増加の813億円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金の増加43億円、リース債務の減少32億円によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ26億円減少の135億円となりました。これは主に、リース債務

の減少24億円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ20億円減少の949億円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ13億円減少の1,485億円となりました。これは主に、四半期

純損失の計上による減少6億円、剰余金の配当による減少7億円によるものです。 

  

第２四半期（累計）及び通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成23年6

月23日の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」を変更しております。 

 詳細につきましては、本日平成23年7月27日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

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。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,465 1,373

受取手形及び売掛金 48,466 52,450

仕掛品 3,826 7,138

原材料及び貯蔵品 4,392 2,380

預け金 53,441 50,310

その他 6,816 6,653

貸倒引当金 △17 △16

流動資産合計 118,390 120,289

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,546 18,256

機械装置及び運搬具（純額） 34,066 32,848

工具、器具及び備品（純額） 47,297 43,556

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 1,227 1,228

有形固定資産合計 119,532 114,284

無形固定資産 1,727 1,633

投資その他の資産 7,252 7,256

固定資産合計 128,513 123,174

資産合計 246,903 243,463
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 41,778 46,079

未払法人税等 128 84

製品保証引当金 418 363

災害損失引当金 159 11

その他 38,325 34,824

流動負債合計 80,811 81,362

固定負債

製品保証引当金 635 533

退職給付引当金 6,832 6,798

その他 8,721 6,217

固定負債合計 16,189 13,549

負債合計 97,000 94,911

純資産の部

株主資本

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,517

利益剰余金 133,962 132,611

自己株式 △482 △482

株主資本合計 149,903 148,552

純資産合計 149,903 148,552

負債純資産合計 246,903 243,463
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 115,297 85,631

売上原価 107,784 83,341

売上総利益 7,512 2,290

販売費及び一般管理費 1,802 1,448

営業利益 5,709 842

営業外収益

受取利息 44 45

固定資産賃貸料 57 51

その他 25 39

営業外収益合計 128 136

営業外費用

支払利息 22 21

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

その他 32 42

営業外費用合計 241 250

経常利益 5,595 727

特別利益

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 4 0

特別損失

固定資産除却損 4 0

減損損失 － 168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,799 －

災害による損失 － 1,306

その他 150 0

特別損失合計 1,955 1,476

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（△）

3,645 △748

法人税等 2,023 △100

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,622 △647

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,622 △647
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,622 △647

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 －

その他の包括利益合計 △1 －

四半期包括利益 1,620 △647

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,620 △647

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

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

４．補足情報

（１）連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成23年3月期
第１四半期

当四半期
平成24年3月期
第１四半期

増 減

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額

台 百万円 台 百万円 台 百万円

乗用車 31,325 67,737 16,069 47,657 △15,256 △20,079

商用車 24,223 31,711 19,337 25,748 △4,886 △5,962

小型バス 4,215 8,164 2,959 5,582 △1,256 △2,581

部分売上・その他    － 7,683   － 6,642  － △1,040

合  計 59,763 115,297 38,365 85,631 △21,398 △29,665
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