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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 27,354 △7.7 1,760 △30.3 1,762 △27.6 777 △46.0

23年3月期第1四半期 29,635 48.0 2,524 ― 2,435 ― 1,438 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,657百万円 （11.3％） 23年3月期第1四半期 1,488百万円 （―％）

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 20.40 ―

23年3月期第1四半期 37.82 ―

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 73,216 20,467 23.5
23年3月期 69,580 19,182 23.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,236百万円 23年3月期  16,322百万円

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 ― 0.00 ― 9.00 9.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

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) 55,000 △10.4 2,300 △50.2 2,300 △47.5 700 △69.2 18.37
通期 120,000 0.4 6,500 △11.5 6,300 △9.0 2,600 △6.9 68.25



(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きの対象外であります。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 
 上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が
記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、3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 39,511,728 株 23年3月期 39,511,728 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,415,689 株 23年3月期 1,414,913 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 38,096,621 株 23年3月期1Q 38,025,737 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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当社グループの関連する自動車業界では、国内においては、

東日本大震災の影響により、サプライチェーンが寸断され、大変厳しいスタートとなりました。そ

の後、サプライチェーンの回復は図られつつあり、第２四半期以降完成車メーカーの生産回復が見

込まれています。海外においては、欧州財政問題はあるものの、総じて景気回復過程にあります。

国内外とも、第３四半期以降の完成車メーカーの生産は、震災の影響による減産をリカバリーする

見込みとなっており、通期としましては、ほぼ予定通りの生産になるものと見込まれています。ま

た、当社グループの海外連結子会社の第１四半期末は３月末日のため、当第１四半期連結累計期間

における海外連結子会社に与える震災の影響は軽微であります。このような環境のなかで、当社グ

ループでは、収益確保を目指し、継続的に原価低減活動を実施してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は273億54百万円と前年同四半期に比べ22億

80百万円の減少（△7.7％）、営業利益は17億60百万円と前年同四半期に比べ７億63百万円の減少

（△30.3％）、経常利益は17億62百万円と前年同四半期に比べ６億72百万円の減少（△27.6％）、

四半期純利益は７億77百万円と前年同四半期に比べ６億61百万円の減少（△46.0％）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

東日本大震災による影響で主要得意先の生産量が大幅減となり、売上高は103億75百万円と

前年同四半期比34億８百万円の減少（△24.7％）となり、営業利益は81百万円と前年同四半期

比８億58百万円の減少（△91.4％）となりました。 

②北米 

米国市場での自動車販売の回復などにより、売上高は115億86百万円と前年同四半期比１億

21百万円の増加（+1.1％）となりましたが、新車立上げに伴う生産準備諸費用の増加などもあ

り、営業利益は８億52百万円と前年同四半期比３億35百万円の減少（△28.2％）となりまし

た。 

③欧州 

主要得意先の堅調な販売などから、売上高は25億40百万円と前年同四半期比１億17百万円の

増加（+4.9％）となり、営業利益は３億42百万円と前年同四半期比72百万円の増加

（+26.9％）となりました。 

④アジア 

中国市場での堅調な販売やアセアン地域における販売増により、売上高は28億52百万円と前

年同四半期比８億88百万円の増加（+45.3％）となり、営業利益は５億34百万円と前年同四半

期比１億36百万円の増加(+34.3％）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は732億16百万円と前連結会計年度末に比べ36億35百万円の増加（+5.2％）となりま

した。主な増加は、受取手形及び売掛金42億５百万円であります。 

（負債） 

負債は527億48百万円と前連結会計年度末に比べ23億50百万円の増加（+4.7％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金10億22百万円であります。 

（純資産） 

純資産は204億67百万円と前連結会計年度末に比べ12億85百万円の増加（+6.7％）となりま

した。主な増加は、利益剰余金４億34百万円、為替換算調整勘定４億５百万円であります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間（平成23年４月1日～形成23年９月30日）及び通期（平

成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想につきましては、前回公表値（平成23年７月

12日公表）を修正しておりません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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な会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(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。 
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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 6,959  4,069

  受取手形及び売掛金 14,054  18,259

  製品 505  492

  仕掛品 4,794  5,788

  原材料及び貯蔵品 2,459  2,364

  その他 2,492  2,766

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 31,265  33,740

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 25,712  26,407

    減価償却累計額 △13,617  △13,918

    減損損失累計額 △316  △316

    建物及び構築物（純額） 11,777  12,171

   機械装置及び運搬具 37,293  39,335

    減価償却累計額 △28,666  △29,734

    減損損失累計額 △19  △19

    機械装置及び運搬具（純額） 8,607  9,581

   工具、器具及び備品 19,972  20,497

    減価償却累計額 △16,037  △16,731

    減損損失累計額 △0  △0

    工具、器具及び備品（純額） 3,935  3,765

   土地 5,512  5,527

   建設仮勘定 2,003  1,472

   有形固定資産合計 31,836  32,518

  無形固定資産 1,400  1,336

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,192  4,740

   その他 1,231  888

   貸倒引当金 △346  △8

   投資その他の資産合計 5,077  5,619

  固定資産合計 38,315  39,475

 資産合計 69,580  73,216
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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 12,143  13,166

  短期借入金 10,516  10,905

  未払法人税等 1,003  703

  賞与引当金 893  524

  その他 9,043  10,672

  流動負債合計 33,600  35,972

 固定負債  

  長期借入金 11,950  11,906

  退職給付引当金 2,362  2,424

  その他 2,484  2,444

  固定負債合計 16,797  16,775

 負債合計 50,398  52,748

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,162

  利益剰余金 11,377  11,812

  自己株式 △455  △455

  株主資本合計 21,906  22,340

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,138  1,212

  為替換算調整勘定 △6,722  △6,316

  その他の包括利益累計額合計 △5,584  △5,104

 少数株主持分 2,860  3,231

 純資産合計 19,182  20,467

負債純資産合計 69,580  73,216
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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 29,635  27,354

売上原価 24,542  23,074

売上総利益 5,092  4,280

販売費及び一般管理費 2,568  2,519

営業利益 2,524  1,760

営業外収益  

 受取利息 14  15

 受取配当金 20  25

 その他 43  76

 営業外収益合計 77  117

営業外費用  

 支払利息 125  111

 その他 41  2

 営業外費用合計 166  114

経常利益 2,435  1,762

特別利益  

 固定資産売却益 1  1

 その他 0  －

 特別利益合計 1  1

特別損失  

 固定資産除却損 2  5

 その他 37  1

 特別損失合計 40  6

税金等調整前四半期純利益 2,397  1,758

法人税、住民税及び事業税 842  898

法人税等調整額 △82  △178

法人税等合計 759  720

少数株主損益調整前四半期純利益 1,637  1,038

少数株主利益 198  261

四半期純利益 1,438  777
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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: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 1,637  1,038

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △240  74

 為替換算調整勘定 83  533

 持分法適用会社に対する持分相当額 8  10

 その他の包括利益合計 △148  618

四半期包括利益 1,488  1,657

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,319  1,257

 少数株主に係る四半期包括利益 169  400
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4)  セグメント情報等 

 

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：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 13,783 11,465 2,422 1,963 29,635 － 29,635

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,395 － － 102 1,497 △1,497 －

計 15,179 11,465 2,422 2,065 31,133 △1,497 29,635

セグメント利益 939 1,187 269 398 2,795 △270 2,524

(注) １．セグメント利益の調整額△270百万円は、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  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

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：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 10,375 11,586 2,540 2,852 27,354 － 27,354

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,112 － － 194 1,307 △1,307 －

計 11,488 11,586 2,540 3,046 28,662 △1,307 27,354

セグメント利益 81 852 342 534 1,810 △50 1,760

(注) １．セグメント利益の調整額△50百万円は、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  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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 

該当事項はありません。 

 


