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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 7,116 △27.8 △355 ― △345 ― △262 ―
23年3月期第1四半期 9,858 58.1 727 ― 731 ― 300 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △305百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 16百万円 （―％）

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 △26.88 ―
23年3月期第1四半期 30.80 ―

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 41,611 17,464 34.6
23年3月期 34,930 17,856 42.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,385百万円 23年3月期  14,782百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 6.00 10.00

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) 14,970 △22.7 △720 ― △770 ― △590 ― △60.44
通期 36,890 △3.4 860 △60.4 730 △66.9 360 △16.4 36.88



(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、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

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 9,763,600 株 23年3月期 9,763,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,671 株 23年3月期 2,651 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,760,933 株 23年3月期1Q 9,761,026 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わが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、サプライ

チェーンの寸断・停滞による企業の生産活動の低下や輸出の減少及び消費マインドの低下など、極めて厳しい状況の

なか推移いたしました。 

 主要取引先である自動車業界では、関連企業の被災により材料・部品等のサプライチェーンに甚大な支障が生じ、

一時的に大幅な減産を余儀なくされました。 

 このような状況にあって当社グループでは、取引先及び仕入先との連携を密にし、震災の影響に対処するととも

に、生産調整に伴う休業実施による労務費の縮減や操業費圧縮など徹底した経費削減に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、２輪部品は増加しましたが、震災に伴う主要顧客の

生産休止の影響により、４輪部品は大幅に減少し、7,116百万円（前年同期比27.8％減）となり、損益につきまして

は、大幅な減収影響に対し、諸費用の削減に取り組みましたが、営業損失355百万円（前年同期は727百万円の営業利

益）、経常損失345百万円（前年同期は731百万円の経常利益）、四半期純損失262百万円（前年同期は300百万円の四

半期純利益）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 日本 

 売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少により、４輪エンジン部品ロッカーアームをはじ

め４輪部品が軒並み減少し、4,275百万円（前年同期比25.8％減）となり、600百万円のセグメント損失（前年同期は

217百万円のセグメント利益）となりました。 

② 米国 

 売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少に伴う主要製品の減少や円高による為替換算影響

により、1,215百万円（前年同期比53.9％減）となり、11百万円のセグメント利益（前年同期比95.4％減）となりま

した。 

③ タイ国 

 タイ国子会社タナカ・プレシジョン（タイランド）カンパニーリミテッドの第１四半期累計期間が１月１日から３

月31日のため、日本における震災の影響は少なく、売上高につきましては、国内・輸出ともに好調に推移し、ロッカ

ーアームをはじめ、２輪・４輪の主要製品においても軒並み増加し、1,625百万円（前年同期比11.3％増）となりま

した。利益につきましては、新規立上げ費用や一時的に日本供給品が増えたことによる材料費の増加等により、セグ

メント利益は148百万円（前年同期比3.7％減）となりました。 

なお、参考までに記載すると事業の種類別の状況は次のようになります。 

① 自動車部品製造事業 

 売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少により、ロッカーアームをはじめ４輪部品が軒並

み減少し、6,173百万円（前年同期比29.9％減）となり、373百万円の営業損失（前年同期は694百万円の営業利益）

となりました。 

② 自動車販売事業 

 新車販売台数は、エコカー補助金終了による影響や震災による完成車メーカーからの供給停滞により、439台（前

年同期比23.0％減）となり、売上高は942百万円（前年同期比10.7％減）、営業利益は11百万円（前年同期比60.7％

減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の増加により、前連結会計年度末に比べ6,680

百万円増加し、41,611百万円となりました。負債の部では、米国子会社エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレー

テッドにおいて、新機種立上げによる工場増設や製造設備などの大型投資に伴い有利子負債が増加し、負債の部合計

では7,071百万円増加し、24,146百万円となりました。なお、純資産の部では、利益剰余金等の減少により、391百万

円減少し、17,464百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成23年６月22日に公表いたしました業績予想から変

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  

 四半期連結会計期間に係る法人税等については、当第１四半期連結会計期間を含む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す

る方法によっております。   

  

（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



４．四半期連結財務諸表 
（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 3,028,610 9,898,419

受取手形及び売掛金 5,203,647 4,338,168

有価証券 72,184 72,185

商品及び製品 1,632,652 1,650,618

仕掛品 1,454,549 1,888,677

原材料及び貯蔵品 2,234,965 2,533,823

その他 443,124 587,162

流動資産合計 14,069,733 20,969,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,912,430 4,782,544

機械装置及び運搬具（純額） 8,369,124 7,809,140

土地 2,556,835 2,559,498

その他（純額） 914,862 1,279,724

有形固定資産合計 16,753,252 16,430,908

無形固定資産   

その他 195,874 189,741

無形固定資産合計 195,874 189,741

投資その他の資産   

投資有価証券 2,705,006 2,673,769

その他 1,240,715 1,383,254

貸倒引当金 △33,600 △35,550

投資その他の資産合計 3,912,122 4,021,473

固定資産合計 20,861,249 20,642,123

資産合計 34,930,982 41,611,178



（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 2,679,016 2,230,496

短期借入金 3,116,264 4,485,354

未払法人税等 84,479 76,682

引当金 27,900 6,975

その他 5,589,236 5,534,437

流動負債合計 11,496,898 12,333,946

固定負債   

長期借入金 2,844,283 9,099,175

退職給付引当金 1,907,161 2,005,165

その他の引当金 214,350 142,010

資産除去債務 54,985 55,038

その他 556,664 510,917

固定負債合計 5,577,444 11,812,305

負債合計 17,074,342 24,146,251

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 13,923,198 13,602,215

自己株式 △2,523 △2,536

株主資本合計 14,745,098 14,424,102

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 890,645 867,938

為替換算調整勘定 △853,162 △906,283

その他の包括利益累計額合計 37,482 △38,345

少数株主持分 3,074,059 3,079,169

純資産合計 17,856,640 17,464,926

負債純資産合計 34,930,982 41,611,178



（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 9,858,154 7,116,111

売上原価 8,229,527 6,432,707

売上総利益 1,628,626 683,404

販売費及び一般管理費 901,534 1,038,481

営業利益又は営業損失（△） 727,091 △355,077

営業外収益   

受取利息 457 293

受取配当金 9,127 10,907

スクラップ収入 30,740 27,009

その他 18,192 11,889

営業外収益合計 58,518 50,099

営業外費用   

支払利息 52,856 34,535

その他 1,406 5,587

営業外費用合計 54,263 40,122

経常利益又は経常損失（△） 731,346 △345,099

特別利益   

固定資産売却益 5,622 －

特別利益合計 5,622 －

特別損失   

固定資産売却損 38 36

固定資産除却損 1,871 288

特別退職金 28,511 －

貸倒引当金繰入額 － 1,950

役員退職慰労金 6,990 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 52,638 －

特別損失合計 90,050 2,275

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（△）

646,918 △347,375

法人税等 228,698 △141,357

少数株主損益調整前四半期純利益 418,220 △206,017

少数株主利益 117,549 56,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） 300,671 △262,417



（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 418,220 △206,017

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △300,274 △22,819

為替換算調整勘定 △101,385 △76,505

その他の包括利益合計 △401,660 △99,325

四半期包括利益 16,560 △305,342

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,487 △338,245

少数株主に係る四半期包括利益 87,048 32,902



  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） 

１．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） 

   

    なお、参考までに記載すると事業の種類別の状況は次のようになります。 

                                            （単位：千円） 

  

２．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） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 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

  日本 米国 タイ国 合計 

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高  5,760,006  2,638,289  1,459,858  9,858,154

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －

計  5,760,006  2,638,289  1,459,858  9,858,154

セグメント利益  217,579  250,935  154,188  622,703

  
自動車部品
製造事業 

自動車販売
事業 

計 
消去又は全
社 

連結 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  8,802,672  1,055,481  9,858,154  －  9,858,154

(2)事業の種類間の内部売上高又

は振替高 
 －  1,834  1,834  (1,834)  －

計  8,802,672  1,057,315  9,859,988  (1,834)  9,858,154

営業利益  694,779  28,961  723,740  3,351  727,091

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  622,703

セグメント間取引消去  104,388

四半期連結損益計算書の営業利益  727,091



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） 

１．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） 

   

    なお、参考までに記載すると事業の種類別の状況は次のようになります。 

                                            （単位：千円） 

  

２．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） 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。  

  日本 米国 タイ国 合計 

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高  4,275,405  1,215,373  1,625,333  7,116,111

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －

計  4,275,405  1,215,373  1,625,333  7,116,111

セグメント利益又は損失（△）  △600,483  11,636  148,451  △440,395

  
自動車部品
製造事業 

自動車販売
事業 

計 
消去又は全
社 

連結 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  6,173,729  942,382  7,116,111  －  7,116,111

(2)事業の種類間の内部売上高又

は振替高 
 －  3,271  3,271  (3,271)  －

計  6,173,729  945,653  7,119,383  (3,271)  7,116,111

営業利益又は営業損失（△）  △373,828  11,392  △362,435  7,358  △355,077

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △440,395

セグメント間取引消去  85,318

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △355,077



該当事項はありません。  

  該当事項はありません。   

（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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