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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 34,735 △17.2 1,979 △46.4 2,182 △41.9 631 △75.5
23年3月期第1四半期 41,926 40.6 3,689 ― 3,759 ― 2,578 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,492百万円 （12.2％） 23年3月期第1四半期 2,222百万円 （―％）

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 9.74 ―
23年3月期第1四半期 39.42 ―

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 135,192 101,190 62.6
23年3月期 134,917 99,870 62.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  84,656百万円 23年3月期  84,605百万円

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  ：  有  
 

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 12.00 ― 12.00 24.00

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) 72,000 △13.6 3,800 △48.6 3,800 △48.1 800 △82.5 12.32
通期 161,000 △2.3 11,000 △15.8 11,200 △9.8 4,800 △27.7 73.94



(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
四半期連結財務諸表の四半期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
の業績等はさまざま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仮定及び業績予想のご利用に当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】Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧下さい。 

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 65,452,143 株 23年3月期 65,452,143 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 834,929 株 23年3月期 535,629 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,803,114 株 23年3月期1Q 65,383,609 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連結経営成績は、アジア、南米地域では堅調な経済成長を背景と

した二輪・四輪市場の需要増加により、前年同四半期比増収、増益を確保しました。一方日本、

北米地域では、東日本大震災による完成車メーカー各社の減産影響を大きく受け、前年同四半期

比大幅減収、減益となりました。その結果、全体では、売上高 百万円（前年同四半期比

％減）、営業利益 百万円（同 ％減）と前年同期比減収、減益となりました。 

  なお、セグメントごとの業績は以下のとおりであります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債、純資産等の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円

の増加となっております。なお、各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

（流動資産） 

 流動資産は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（固定資産） 

 固定資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。 

（流動負債） 

 流動負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（固定負債） 

 固定負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（純資産） 

 純資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に少数株

主持分の増加によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

34,735

17.2 1,979 46.4

日本 【売上】  

  
 震災影響による四輪車メーカー各社の大幅減産により、 百万円と前年同期に比べ

％の減収となりました。   

7,446

41.8

  【営業利益】  

  
 原価低減効果はあったものの、震災による減収影響により、 百万円の損失となりま

した。    

1,005

北米 【売上】  

  
 震災影響による四輪車メーカーの大幅減産と為替影響により、 百万円と前年同期に

比べ ％の減収となりました。 

5,298

41.1

  【営業利益】 

  
 原価低減効果はあったものの、震災による減収影響及び円高による為替影響などによ

り、 百万円の損失となりました。   148

アジア 【売上】  

  

 インドネシア・中国・タイ・ベトナム市場の好調による二輪車・四輪車メーカー各社の

増産効果により、円高による為替影響はあったものの 百万円と前年同期に比べ9.0％

の増収となりました。  

17,533

  【営業利益】  

  
 為替影響はあったものの、増収に伴う利益の増加及び原価低減効果などにより、 百

万円と前年同期に比べ 百万円の増益となりました。  

2,275

409

南米・欧州 【売上】  

  
 ブラジル市場の好調による二輪車メーカー各社の増産効果により 百万円と前年同期

に比べ ％の増収となりました。   

4,458

10.0

  【営業利益】 

  
 為替影響はあったものの、増収に伴う利益の増加により、 百万円と前年同期に比べ

百万円の増益となりました。  

546 5

135,192 275

78,834 104

56,358 380

28,039 872

5,963 173

101,190 1,320



 ②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前四半期純利益による資金の増加の一方、有形固定資産の取得等による資金の減少により、

前連結会計年度末比 百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には 百万円となっ

ております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の資金を得ております。これは主に税

金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に設

備投資によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に配

当金の支払い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 

 当期の経済情勢を展望しますと、米国経済は、企業景況感に改善の兆しが見えはじめており、

雇用情勢も緩やかな回復トレンドを維持していることから、今後も緩やかな回復が続くものと予

想されます。欧州経済は、主要国を中心に引き続き堅調な推移が予想されるものの、周縁国の債

務問題深刻化が、欧米金融市場の混乱を通じて実体経済の悪化に繋がるリスクが意識されており

ます。また、中国経済は、堅調な投資とアジア向け輸出を背景に高水準の成長を持続するもの

の、インフレ抑制のための金融引締め強化により、拡大のペースは緩やかな減速軌道を辿るもの

と予想されます。インド・アセアン地域でもインフレ懸念は高まりつつありますが、依然堅調な

各国の内需と域内需要の拡大を受けた輸出の増加により、景気の拡大傾向は続くものと見られま

す。また、ブラジルでは高止まりする商品価格と投資拡大を背景に安定的な経済成長が続いてお

りますが、これまでの金融引締めの累積的効果と新政権の財政支出抑制策により、インフレ圧力

の後退と景気の減速が予想されます。一方、国内経済は、東日本大震災の影響で寸断されたサプ

ライチェーンの復旧が想定よりも前倒しで進んでいることや、企業・家計マインドの改善傾向を

受けて、持ち直しの動きが続いており、今後も海外経済の拡大を背景とする輸出の増加や、復

旧・復興需要を支えに回復に向かう可能性が高いと見られます。 

  自動車市場は、米国では緩やかな景気回復を受けた底堅い需要の持ち直しが続いております。

一方、中国では、政府の販売振興策の終了以降、需要の落ち込みが続いており、今後の引締め政

策の帰趨によっては市場拡大のペースが更に鈍化することも予想されます。また、インド・アセ

アン・ブラジル等の新興国では、堅調な経済成長を背景に四輪車、二輪車両市場ともに、需要は

増加基調を持続すると予想しております。一方、国内では、サプライチェーン障害からの復旧が

前倒しで進み、足許では販売が急回復しております。また、秋以降は生産活動の本格回復も見込

まれておりますが、通期の需要は前期をやや下回ることが予想されます。 

  このような経済情勢のもと、当社グループは新興国に軸足をおいた現地調達、現地生産を拡大

するとともに、環境と安心をテーマとした小型化・軽量化商品、高付加価値商品の開発、提供に

より、足許の競争力強化と将来の成長基盤構築に努めてまいります。 

  以上のような経営環境を踏まえて、平成24年３月期の業績見通しは、売上高161,000百万円、

営業利益11,000百万円、経常利益11,200百万円、当期純利益4,800百万円としております。 

 業績見通しの前提となる為替レートにつきましては、主要国の経済情勢、金融市場の動向など

先行き不透明感が強い中ではありますが、第２四半期以降は80円／USドルを想定しております。

  

1,253 33,916

1,798

323

792



（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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場

合には、税金等調整前四半期純利益に法定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。    

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：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 33,176 34,159

受取手形及び売掛金 22,119 21,316

有価証券 2,021 2,000

商品及び製品 4,114 3,633

仕掛品 2,161 2,125

原材料及び貯蔵品 11,600 11,669

その他 3,762 3,947

貸倒引当金 △15 △15

流動資産合計 78,938 78,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,760 9,876

機械装置及び運搬具（純額） 20,870 21,281

工具、器具及び備品（純額） 1,589 1,623

土地 5,466 5,546

リース資産（純額） 392 376

建設仮勘定 2,932 2,861

有形固定資産合計 41,008 41,563

無形固定資産 899 915

投資その他の資産   

投資有価証券 13,043 12,884

その他 1,066 1,033

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 14,072 13,880

固定資産合計 55,978 56,358

資産合計 134,917 135,192



（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 17,579 15,619

短期借入金 2,779 3,187

未払金 4,465 5,639

未払法人税等 787 918

引当金 90 36

その他 3,210 2,641

流動負債合計 28,911 28,039

固定負債   

退職給付引当金 1,473 1,445

その他の引当金 17 －

資産除去債務 49 49

その他 4,596 4,468

固定負債合計 6,136 5,963

負債合計 35,047 34,002

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 82,992 82,841

自己株式 △771 △1,161

株主資本合計 89,334 88,794

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,430 5,374

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △10,159 △9,512

その他の包括利益累計額合計 △4,729 △4,138

少数株主持分 15,264 16,534

純資産合計 99,870 101,190

負債純資産合計 134,917 135,192



（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 41,926 34,735

売上原価 35,921 30,578

売上総利益 6,005 4,158

販売費及び一般管理費 2,316 2,179

営業利益 3,689 1,979

営業外収益   

受取利息 131 188

受取配当金 56 60

為替差益 － 139

雑収入 87 135

営業外収益合計 275 522

営業外費用   

支払利息 13 17

持分法による投資損失 65 272

為替差損 79 －

雑支出 48 30

営業外費用合計 205 319

経常利益 3,759 2,182

特別利益   

固定資産売却益 2 6

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 9 6

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産廃棄損 30 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43 －

災害による損失 － 127

特別損失合計 73 129

税金等調整前四半期純利益 3,695 2,060

法人税等 545 540

少数株主損益調整前四半期純利益 3,149 1,520

少数株主利益 572 889

四半期純利益 2,578 631



（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 3,149 1,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,388 △57

繰延ヘッジ損益 37 －

為替換算調整勘定 465 1,014

持分法適用会社に対する持分相当額 △42 15

その他の包括利益合計 △927 972

四半期包括利益 2,222 2,492

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,237 1,223

少数株主に係る四半期包括利益 985 1,269



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,695 2,060

減価償却費 2,128 1,914

売上債権の増減額（△は増加） △1,854 1,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 744 580

仕入債務の増減額（△は減少） 480 △2,138

未払金の増減額（△は減少） 13 △606

その他 △848 △718

小計 4,357 2,108

利息及び配当金の受取額 196 249

利息の支払額 △13 △17

法人税等の支払額 △194 △542

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,347 1,798

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300 297

有価証券の売却による収入 － 2,000

有形固定資産の取得による支出 △1,475 △2,528

有形固定資産の売却による収入 56 114

投資有価証券の取得による支出 △1 △201

その他 △69 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,189 △323

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △145 444

配当金の支払額 △458 △779

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

自己株式の取得による支出 － △430

その他 △30 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △632 △792

現金及び現金同等物に係る換算差額 431 569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,956 1,253

現金及び現金同等物の期首残高 24,622 32,663

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,578 33,916



 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  

  

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。 

  

（重要な負ののれんの発生益） 

  該当事項はありません。   

      

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  報告セグメント 
合計 

  日本 北米 アジア 南米・欧州 

売上高           

外部顧客への売上高  12,793  8,993  16,088  4,053  41,926

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 9,511  116  997  36  10,660

計  22,304  9,109  17,085  4,089  52,586

セグメント利益  1,042  160  1,866  542  3,610

  （単位：百万円）

利益 金額  

報告セグメント計  3,610

セグメント間取引消去  80

四半期連結損益計算書の営業利益  3,689



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 

  

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。  

  

（重要な負ののれんの発生益） 

  該当事項はありません。  

  

   該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  報告セグメント 
合計 

  日本 北米 アジア 南米・欧州 

売上高           

外部顧客への売上高  7,446  5,298  17,533  4,458  34,735

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 6,903  10  1,201  14  8,128

計  14,349  5,308  18,735  4,472  42,864

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △1,005  △148  2,275  546  1,669

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,669

セグメント間取引消去  310

四半期連結損益計算書の営業利益  1,979

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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