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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 25,685 △12.4 1,689 △52.4 1,812 △48.2 1,151 △50.8

23年3月期第1四半期 29,316 44.2 3,549 ― 3,499 715.5 2,338 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,796百万円 （16.1％） 23年3月期第1四半期 1,547百万円 （―％）

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 22.94 ―

23年3月期第1四半期 46.59 ―

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 99,070 77,731 72.2
23年3月期 98,531 77,268 72.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  71,556百万円 23年3月期  70,914百万円

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 ― 16.00 ― 16.00 32.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 16.00 ― 16.00 32.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 53,000 △9.9 3,300 △52.4 3,300 △51.7 2,200 △52.1 43.83
通期 116,000 △1.4 10,000 △22.2 10,000 △21.1 6,500 △19.2 129.51



(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  
（注）詳細は、添付資料３ページ 「サマリー情報（その他）」に関する事項」をご覧ください。 

(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 
 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。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、添付資
料２ページ 「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 52,644,030 株 23年3月期 52,644,030 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,454,946 株 23年3月期 2,454,936 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 50,189,087 株 23年3月期1Q 50,189,333 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の業績は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による主要顧客の四輪車

生産の大幅な減産及び円高の影響等により売上高は25,685百万円（前年同期比12.4％減）、営業利益は1,689百万

円（前年同期比52.4％減）、経常利益は1,812百万円（前年同期比48.2％減）、税金等調整前四半期純利益は1,930

百万円（前年同期比44.6％減）、四半期純利益は1,151百万円（前年同期比50.8％減）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 二輪車用クラッチ 

主にインドネシア、インド等における二輪車需要の増加により売上高は17,011百万円（前年同期比4.0％増）と

なりました。セグメント利益は円高の影響等もあり2,322百万円（前年同期比8.4％減）となりました。  

② 四輪車用クラッチ 

フォード向け販売は堅調に推移したものの、東日本大震災の影響による主要顧客の国内外における大幅な減産

及び円高の影響等により売上高は8,673百万円（前年同期比33.0％減）、セグメント損益は633百万円のセグメン

ト損失（前年同期は1,013百万円のセグメント利益）となりました。  

  

地域別の状況は次のとおりであります。 

① 日本 

東日本大震災の影響による主要顧客の四輪車生産の大幅な減産の影響等により売上高は6,024百万円（前年同期

比26.4％減）、営業損益は262百万円の営業損失（前年同期は711百万円の営業利益）となりました。  

② 北米 

フォード向け販売は堅調に推移したものの、東日本大震災の影響による主要顧客の四輪車生産の大幅な減産及

び円高の影響等により売上高は3,975百万円（前年同期比34.7％減）、営業損益は197百万円の営業損失（前年同

期は584百万円の営業利益）となりました。  

③ アジア 

インドネシア、インド等における二輪車用クラッチ販売の増加等により売上高は14,428百万円（前年同期比

5.2％増）となりました。営業利益は円高の影響等により1,785百万円（前年同期比11.6％減）となりました。 

④ その他の地域 

ブラジルにおける二輪車用クラッチ販売は1,257百万円（前年同期比5.4％減）となりました。営業利益は合理

化効果等もあり227百万円（前年同期比71.2％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は99,070百万円となり、前連結会計年度末に比べ538百万円増加いたしました。流動資

産は52,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ331百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が1,350

百万円減少したことによるものであります。固定資産は46,972百万円となり、前連結会計年度末に比べ870百万円

増加いたしました。これは主に有形固定資産が890百万円増加したことによるものであります。 

当第１四半期末の負債合計は21,338百万円となり前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。流動負債

は16,749百万円となり、前連結会計年度末に比べ140百万円増加いたしました。固定負債は4,588百万円となり、前

連結会計年度末に比べ64百万円減少いたしました。 

当第１四半期末の純資産は77,731百万円となり、前連結会計年度末に比べ462百万円増加いたしました。これは

主に利益剰余金が348百万円、為替換算調整勘定が338百万円それぞれ増加したことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

円高の進展等が懸念されますが、平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまし

ては、平成23年６月15日公表の業績予想から変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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



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）

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 22,836 21,486

受取手形及び売掛金 14,339 14,290

たな卸資産 11,973 12,292

その他 3,283 4,033

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 52,428 52,097

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,393 22,493

減価償却累計額 △10,964 △11,175

建物及び構築物（純額） 11,428 11,318

機械装置及び運搬具 59,422 59,411

減価償却累計額 △45,285 △45,856

機械装置及び運搬具（純額） 14,137 13,554

工具、器具及び備品 10,817 10,935

減価償却累計額 △9,464 △9,674

工具、器具及び備品（純額） 1,353 1,260

土地 7,471 7,497

建設仮勘定 1,103 2,753

有形固定資産合計 35,493 36,384

無形固定資産   

のれん 1,307 1,238

その他 466 473

無形固定資産合計 1,773 1,712

投資その他の資産   

投資有価証券 6,791 6,806

その他 2,096 2,121

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 8,835 8,876

固定資産合計 46,102 46,972

資産合計 98,531 99,070



（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 7,355 7,788

ファクタリング債務 2,330 1,826

短期借入金 1,433 1,503

未払法人税等 944 1,031

賞与引当金 1,380 743

その他 3,165 3,856

流動負債合計 16,609 16,749

固定負債   

長期借入金 139 92

退職給付引当金 1,355 1,357

役員退職慰労引当金 23 23

その他 3,135 3,114

固定負債合計 4,653 4,588

負債合計 21,262 21,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175 4,175

資本剰余金 4,566 4,566

利益剰余金 73,050 73,398

自己株式 △3,407 △3,407

株主資本合計 78,384 78,733

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,792 2,747

為替換算調整勘定 △10,262 △9,924

その他の包括利益累計額合計 △7,470 △7,176

少数株主持分 6,354 6,174

純資産合計 77,268 77,731

負債純資産合計 98,531 99,070



（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 29,316 25,685

売上原価 23,315 21,347

売上総利益 6,001 4,337

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 333 305

給料及び手当 572 520

賞与引当金繰入額 86 99

退職給付費用 52 65

役員退職慰労引当金繰入額 0 －

減価償却費 51 48

研究開発費 682 702

その他 670 906

販売費及び一般管理費合計 2,451 2,648

営業利益 3,549 1,689

営業外収益   

受取利息 25 68

受取配当金 27 52

持分法による投資利益 40 1

その他 66 69

営業外収益合計 158 192

営業外費用   

支払利息 13 4

為替差損 194 58

その他 1 6

営業外費用合計 209 69

経常利益 3,499 1,812

特別利益   

固定資産売却益 28 16

負ののれん発生益 － 83

補助金収入 40 40

特別利益合計 69 140

特別損失   

固定資産除売却損 7 23

投資有価証券評価損 51 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

特別損失合計 81 23

税金等調整前四半期純利益 3,487 1,930

法人税等 856 485

少数株主損益調整前四半期純利益 2,630 1,445

少数株主利益 292 293

四半期純利益 2,338 1,151



（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 2,630 1,445

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △756 △46

為替換算調整勘定 △328 377

持分法適用会社に対する持分相当額 2 19

その他の包括利益合計 △1,083 351

四半期包括利益 1,547 1,796

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,212 1,464

少数株主に係る四半期包括利益 334 331



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
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