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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 1,344 △10.1 38 △57.3 31 △64.4 32 △12.5
23年3月期第1四半期 1,495 60.3 90 ― 87 ― 36 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 52百万円 （19.0％） 23年3月期第1四半期 44百万円 （―％）

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 6.30 ―
23年3月期第1四半期 7.20 ―

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 8,106 5,417 65.6
23年3月期 8,276 5,400 64.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,315百万円 23年3月期  5,304百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.50 ― 6.50 13.00

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) 2,800 △8.7 60 △75.3 60 △74.0 40 △72.0 7.82
通期 6,150 △1.6 370 △20.6 350 △20.3 200 △29.8 39.11



(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  ：  無  

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（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 5,119,477 株 23年3月期 5,119,477 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,972 株 23年3月期 5,935 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,113,530 株 23年3月期1Q 5,113,726 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における日本経済は、東日本大震災の発生に伴う急速な落ち込みから徐々に持ち直す

展開となりました。しかしながら雇用情勢は依然として厳しく、円高や原材料価格高騰に加え、電力安定供給問題

もあり先行きに対する不透明感が増しています。 

 自動車業界におきましては、震災によるサプライチェーン寸断により急激な減産体制を強いられ、４月の国内生

産台数は前年比△60.2％まで落ち込みましたが、供給体制の回復に伴い減少幅は縮小傾向となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は1,344百万円（対前年同期151百万円の10.1％減少）となりまし

た。  

 利益面では、コスト削減に取り組む一方、グループ間の連係を一段と推し進めました結果、営業利益38百万円

（対前年同期52百万円の57.3％減少）、経常利益31百万円（対前年同期56百万円の64.4％減少）、四半期純利益32

百万円（対前年同期４百万円の12.5％減少）となりました。 

 セグメント別では、日本は売上高1,018百万円（対前年同期212百万円の17.2％減少）、営業損失26百万円（前年

同期は営業利益29百万円）となりました。 

 タイ現地法人は売上高285百万円（対前年同期57百万円の25.1％増加）、営業利益65百万円（対前年同期６百万 

円の11.2％増加）となり、中国現地法人は売上高59百万円（対前年同期８百万円の11.8％減少）、営業損失０百万

円（前年同期は営業利益２百万円）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、8,106百万円となり、前連結会計年度末に比べ169百万円の減少

となりました。流動資産は301百万円減少しましたが、主として現金及び預金の減少145百万円によるものと、受取

手形及び売掛金の減少150百万円によるものであります。固定資産は131百万円増加しましたが、主として建設仮勘

定の増加97百万円によるものであります。 

 負債は2,689百万円となり、186百万円減少しました。流動負債は117百万円減少しましたが、主として支払手形 

及び買掛金の減少108百万円によるものであります。固定負債は69百万円減少しましたが、主として長期借入金の 

減少52百万円によるものであります。 

 純資産は5,417百万円となり、17百万円増加しましたが、主として為替換算調整勘定の増加21百万円、その他有 

価証券評価差額金の減少９百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は65.6％と前連結会計年度末に比べ1.5％増加しました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年６月20日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想の数値から変更はございません。  

  

  

  

    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。  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

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 1,539,274 1,393,785

受取手形及び売掛金 1,575,977 1,425,287

商品及び製品 32,742 31,552

仕掛品 329,134 314,020

原材料及び貯蔵品 95,018 86,486

繰延税金資産 66,172 88,069

その他 32,048 29,960

流動資産合計 3,670,368 3,369,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,768,833 1,786,402

減価償却累計額 △990,423 △1,007,198

建物及び構築物（純額） 778,410 779,203

機械装置及び運搬具 4,889,547 4,995,836

減価償却累計額 △3,910,297 △3,971,846

機械装置及び運搬具（純額） 979,249 1,023,989

工具、器具及び備品 532,813 540,642

減価償却累計額 △439,585 △448,401

工具、器具及び備品（純額） 93,227 92,241

土地 2,013,250 2,014,623

建設仮勘定 157,421 254,681

有形固定資産合計 4,021,560 4,164,740

無形固定資産 79,829 80,427

投資その他の資産   

投資有価証券 369,007 356,363

その他 135,858 136,294

投資その他の資産合計 504,865 492,657

固定資産合計 4,606,255 4,737,825

資産合計 8,276,623 8,106,987
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（単位：千円）

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 806,490 698,215

短期借入金 336,063 363,498

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 176,200 176,331

未払法人税等 109,000 11,000

賞与引当金 121,976 69,715

役員賞与引当金 － 6,000

その他 334,644 442,353

流動負債合計 1,984,374 1,867,114

固定負債   

社債 100,000 90,000

長期借入金 288,126 235,625

長期未払金 193,834 193,834

繰延税金負債 2,884 1,815

退職給付引当金 247,775 246,653

その他 59,089 54,374

固定負債合計 891,710 822,303

負債合計 2,876,084 2,689,417

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,362,949 4,361,963

自己株式 △6,504 △6,517

株主資本合計 5,352,764 5,351,764

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67,787 58,420

為替換算調整勘定 △116,285 △94,809

その他の包括利益累計額合計 △48,497 △36,388

少数株主持分 96,272 102,194

純資産合計 5,400,539 5,417,570

負債純資産合計 8,276,623 8,106,987
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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：千円）

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 1,495,845 1,344,496

売上原価 1,149,155 1,069,230

売上総利益 346,689 275,266

販売費及び一般管理費 255,759 236,426

営業利益 90,930 38,839

営業外収益   

受取利息 233 218

受取配当金 1,843 2,663

助成金収入 － 2,778

受取補償金 6,203 －

その他 2,215 459

営業外収益合計 10,496 6,119

営業外費用   

支払利息 9,680 8,288

為替差損 3,843 5,338

その他 － 0

営業外費用合計 13,523 13,627

経常利益 87,903 31,330

特別損失   

固定資産売却損 － 21

固定資産除却損 882 110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,654 －

特別損失合計 25,536 132

税金等調整前四半期純利益 62,367 31,198

法人税、住民税及び事業税 36,774 9,069

法人税等調整額 △17,176 △16,563

法人税等合計 19,598 △7,494

少数株主損益調整前四半期純利益 42,769 38,692

少数株主利益 5,931 6,441

四半期純利益 36,837 32,251
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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：千円）

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 42,769 38,692

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,947 △9,367

為替換算調整勘定 36,527 23,449

その他の包括利益合計 1,579 14,082

四半期包括利益 44,348 52,775

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,808 44,360

少数株主に係る四半期包括利益 9,540 8,414
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 該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 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） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

          （単位：千円） 

    （注）１．セグメント利益の調整額△170千円には、セグメント間取引消去△9,937千円、各報告セグメント 

         に配分していない全社費用9,887千円、棚卸資産の調整額264千円及び固定資産の調整額△43千円 

                 が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

       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。 

  

Ⅱ 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） 

   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 

（単位：千円） 

    （注）１．セグメント利益又は損失の調整額824千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

         △8,282千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等9,107千円が含まれております。全社費用 

                 は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

        ２．セグメント利益又は損失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。 

    

 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）セグメント情報等

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１ 

売上高            

外部顧客への売上高  1,200,548  227,269  68,027  1,495,845  －  1,495,845

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 30,714  1,234  －  31,948  △31,948  －

計  1,231,262  228,503  68,027  1,527,794  △31,948  1,495,845

セグメント利益 

(営業利益) 
 29,382  58,869  2,848  91,100  △170  90,930

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１ 

売上高            

外部顧客への売上高  1,001,219  283,295  59,981  1,344,496  －  1,344,496

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 17,755  2,604  －  20,359  △20,359  －

計  1,018,975  285,899  59,981  1,364,856  △20,359  1,344,496

セグメント利益又は損失 

（△）  
 △26,524  65,436  △896  38,014  824  38,839

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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