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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 47,786 △8.5 228 △94.0 436 △87.6 △285 ―
23年3月期第1四半期 52,242 50.5 3,807 ― 3,514 ― 1,873 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,258百万円 （△16.8％） 23年3月期第1四半期 1,513百万円 （―％）

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 △6.38 ―
23年3月期第1四半期 41.51 37.81

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 173,964 41,835 19.4 754.01
23年3月期 169,282 41,147 19.7 742.39
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  33,787百万円 23年3月期  33,268百万円

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

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) 96,000 △10.9 1,000 △85.5 1,000 △83.4 △500 ― △11.16
通期 200,000 △3.9 7,500 △28.3 7,000 △25.9 3,500 △4.2 78.10



(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「２．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ますが、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おります。 

※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」をご参照ください。 

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 45,581,809 株 23年3月期 45,581,809 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 770,803 株 23年3月期 769,483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 44,811,971 株 23年3月期1Q 45,147,337 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、東日本大震災の影響による経済活動の停滞で全体的に厳しい状

況が続きました。世界経済は、米国でガソリン価格の上昇や、震災によるサプライチェーン障害により回復が弱まり

ましたが、アジアおよび中国は内需を中心に景気拡大と、欧州は国ごとのばらつきはあるものの、ドイツなどの中核

国経済が底堅くユーロ圏全体では緩やかな成長が見られ、全体的には回復基調となりました。 

 このような状況のなか、当社グループの主力である輸送用機器関連事業は、新興国での自動車市場が引き続き好調

を維持しました。一方、国内自動車生産は平成23年４月を底に回復基調となるものの、部品調達の問題解消遅れか

ら、前年比大幅な減少となりました。また、米国も東日本大震災によるサプライチェーンの混乱を受け、日系メーカ

ーは減産体制となりました。  

 このような環境のなか、当社グループの連結売上高は477億86百万円（前年同期比8.5%減少）、連結営業利益は２

億28百万円（前年同期比94.0%減少）、連結経常利益は４億36百万円（前年同期比87.6%減少）、法人税等と少数株主

利益を控除し、四半期純損失は２億85百万円（前年同期は18億73百万円の四半期純利益）となりました。 

セグメント情報は次のとおりです。 

 輸送用機器関連事業は、東日本大震災による自動車生産休止の影響で、売上高は458億89百万円（前年同期比8.9%

減少）となり、セグメント利益は３億94百万円（前年同期比90.1％減少）となりました。 

 情報サービス事業の売上高は15億51百万円（前年同期比13.5％減少）となり、セグメント損失は２億38百万円（前

年同期は１億82百万円のセグメント損失）となりました。 

 その他事業は、売上高は８億18百万円（前年同期比71.2％増加）、セグメント利益は63百万円（前年同期比

402.8％増加）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資産の残高は、1,739億64百万円（前連結会計年度末1,692億82百万円）とな

り、46億82百万円増加しました。流動資産は937億４百万円となり38億87百万円増加し、固定資産は、802億60百万円

となり７億95百万円増加しました。  

 流動資産の残高は、たな卸資産が10億60百万円減少しましたが、現金及び預金が33億１百万円増加したことが主な

増加の要因です。固定資産の残高は、有形固定資産が13億５百万円増加したことが主な要因です。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、1,321億28百万円（前連結会計年度末1,281億34百万円）とな

り、39億94百万円増加しました。流動負債は、920億４百万円となり33億20百万円増加し、固定負債は401億24百万円

となり６億74百万円増加しました。 

 流動負債の残高は、短期借入金42億26百万円増加、賞与引当金が11億40百万円増加したことが主な要因です。固定

負債の残高は、長期借入金が４億33百万円増加したことが主な要因です。  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、418億35百万円（前連結会計年度末411億47百万円）とな

り、６億88百万円増加しました。これは為替換算調整勘定の増加が主な要因です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  世界経済は緩やかな景気回復基調が続くものとみられますが、下振れリスクが懸念されます。日本では夏場の電力

不足問題で不透明な環境が続くものとみられ、また、新興国需要の高まりによる原材料価格の高騰や、為替相場も不

安定な状況が続くものと見込まれます。 

 このような環境から 近の業績の動向等を踏まえ、平成24年3月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）「業

績予想および配当予想に関するお知らせ」を平成23年７月20日に公表しております。 

  業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

（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
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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：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 23,630 26,931

受取手形及び売掛金 34,116 34,960

有価証券 550 1,069

商品及び製品 7,684 7,297

仕掛品 3,564 3,266

原材料及び貯蔵品 11,585 11,210

繰延税金資産 524 920

その他 8,748 8,637

貸倒引当金 △587 △589

流動資産合計 89,816 93,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 51,337 51,669

減価償却累計額 △35,029 △35,068

建物及び構築物（純額） 16,308 16,601

機械装置及び運搬具 95,107 97,185

減価償却累計額 △76,209 △77,305

機械装置及び運搬具（純額） 18,897 19,880

工具、器具及び備品 44,748 44,209

減価償却累計額 △42,259 △41,929

工具、器具及び備品（純額） 2,489 2,280

土地 5,017 5,404

リース資産 2,726 2,654

減価償却累計額 △1,313 △1,357

リース資産（純額） 1,413 1,297

建設仮勘定 3,065 3,032

有形固定資産合計 47,191 48,496

無形固定資産 4,458 4,523

投資その他の資産   

投資有価証券 18,369 18,116

長期貸付金 323 223

繰延税金資産 365 329

長期前払費用 7,419 7,236

その他 1,393 1,388

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 27,816 27,240

固定資産合計 79,465 80,260

資産合計 169,282 173,964
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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 16,509 16,760

短期借入金 47,217 51,444

1年内償還予定の社債 200 200

未払金及び未払費用 16,137 13,866

未払法人税等 581 299

賞与引当金 3,064 4,204

製品保証引当金 1,462 1,157

その他の引当金 1,035 912

資産除去債務 － 0

その他 2,475 3,158

流動負債合計 88,683 92,004

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 31,618 32,052

繰延税金負債 5,323 5,280

引当金 648 686

資産除去債務 － 6

その他 1,560 1,798

固定負債合計 39,450 40,124

負債合計 128,134 132,128

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 13,809 13,254

自己株式 △535 △536

株主資本合計 38,878 38,322

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,338 3,361

為替換算調整勘定 △8,948 △7,895

その他の包括利益累計額合計 △5,610 △4,534

少数株主持分 7,879 8,047

純資産合計 41,147 41,835

負債純資産合計 169,282 173,964
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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 52,242 47,786

売上原価 43,229 42,676

売上総利益 9,013 5,109

販売費及び一般管理費 5,205 4,880

営業利益 3,807 228

営業外収益   

受取利息 36 60

受取配当金 94 150

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 267 200

その他 218 235

営業外収益合計 618 647

営業外費用   

支払利息 304 247

為替差損 411 35

その他 195 156

営業外費用合計 911 439

経常利益 3,514 436

特別利益   

前期損益修正益 1 －

固定資産売却益 0 26

その他 72 217

特別利益合計 73 244

特別損失   

固定資産除却損 5 9

投資有価証券評価損 299 7

その他 238 140

特別損失合計 543 157

税金等調整前四半期純利益 3,045 523

法人税等 736 473

少数株主損益調整前四半期純利益 2,308 50

少数株主利益 434 336

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,873 △285

- 6 -



（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 2,308 50

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,307 23

為替換算調整勘定 463 1,173

持分法適用会社に対する持分相当額 47 11

その他の包括利益合計 △795 1,208

四半期包括利益 1,513 1,258

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,004 790

少数株主に係る四半期包括利益 508 468
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（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 3,045 523

減価償却費 2,810 3,213

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38 0

受取利息及び受取配当金 △131 △210

支払利息 304 247

持分法による投資損益（△は益） △267 △200

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △21

売上債権の増減額（△は増加） △3,226 △146

たな卸資産の増減額（△は増加） △380 1,476

仕入債務の増減額（△は減少） △332 △409

その他 2,631 288

小計 4,491 4,761

利息及び配当金の受取額 139 547

利息の支払額 △198 △213

法人税等の支払額 △926 △881

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,505 4,214

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △2,863 △3,679

有形固定資産の売却による収入 348 147

投資有価証券の取得による支出 △389 △7

投資有価証券の売却による収入 184 356

貸付けによる支出 △751 △1,259

貸付金の回収による収入 572 629

その他 △514 △739

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,412 △4,451

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） △795 4,485

長期借入れによる収入 564 1,192

長期借入金の返済による支出 △636 △1,081

配当金の支払額 － △268

少数株主への配当金の支払額 △128 △300

その他 △448 △456

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,444 3,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 97 387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,254 3,722

現金及び現金同等物の期首残高 23,553 22,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,299 26,245
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該当事項はありません。  

  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報
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（セグメント情報） 

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  

  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） 

（注）１．セグメント利益の調整額11百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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。 

  

  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） 

（注）１．セグメント利益の調整額９百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（セグメント区分方法の変更）  

 当第１四半期連結会計期間においてセグメント区分方法を変更しております。 

 「輸送用機器関連事業」に含めておりました自動車用品事業をその他へ、「その他事業」のうち運輸・倉

庫業を輸送用機器関連事業に変更しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントにより作成しておりま

す。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（６）セグメント情報等

  
  

報告セグメント
  

計
（百万円） 

調整額 
（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
（百万円） 

輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報サービス
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

売上高                               

(1)外部顧客に対する売上高 50,187 1,627 427  52,242  － 52,242

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
195 167 50  413  (413) －

計 50,382 1,794 478  52,655  (413) 52,242

セグメント利益（又はセグメント損失） 3,966 (182) 12  3,796  11 3,807

  
  

報告セグメント
  

計
（百万円） 

調整額 
（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
（百万円） 

輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報サービス
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

売上高                               

(1)外部顧客に対する売上高 45,685 1,326 774  47,786  － 47,786

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
204 225 44  473  (473) －

計 45,889 1,551 818  48,260  (473) 47,786

セグメント利益（又はセグメント損失） 394 (238) 63  219  9 228

（７）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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