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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 3,082 △23.3 105 △78.7 177 △69.2 89 △72.5
23年3月期第1四半期 4,018 14.1 495 89.5 576 73.4 326 85.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 89百万円 （△66.9％） 23年3月期第1四半期 270百万円 （―％）

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 4.98 ―
23年3月期第1四半期 18.08 ―

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 15,503 12,294 79.3 681.10
23年3月期 16,077 12,386 77.0 686.16
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  12,294百万円 23年3月期  12,386百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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) 6,600 △19.6 480 △57.2 540 △57.5 300 △57.5 16.62
通期 14,300 △9.9 1,640 △15.3 1,830 △16.3 1,060 △16.5 58.72



(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
半期連結財務諸表の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
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料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 20,020,000 株 23年3月期 20,020,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,969,079 株 23年3月期 1,968,264 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 18,051,532 株 23年3月期1Q 18,052,877 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………５ 

（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 …………………………７ 

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間  ………………………………………………………７ 

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間  ………………………………………………………８ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  

○添付資料の目次

中央自動車工業㈱（8117）　平成24年3月期　第１四半期決算短信

‐1‐



  

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り、一時的に生産や輸出

が大幅に落ち込んだものの、サプライチェーンの急速な復旧により全体としては回復基調を辿っており

ます。一方、急速な円高や電力不足懸念から、景気の先行きに依然として不透明感が残りました。 

このような経済情勢下、当社グループでは拡販やコストの削減に注力いたしましたが、売上高は前年

同期比77％の30億82百万円、営業利益は21％の１億５百万円、経常利益は31％の１億77百万円と減収・

減益になりました。 

なお、静岡営業所建替えに伴う固定資産除却損30百万円を特別損失に計上し、当四半期純利益は前年

同期比28％の89百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(自動車関連事業)  

当社グループの自動車関連事業の国内部門では、得意先のニーズに対応するべく、オリジナル商品の

提案・拡販を積極的に推進いたしましたが、震災による生産・物流機能停滞の影響で４～６月の新車総

販売台数（軽自動車含む）が前年同期比67％の約77万台と激減し、その影響を受けました。  

海外部門では、高まる内外リスクへの対応を取りながら、 補修需要の取り込みに努めました。 

なお、産業車両部品等は全体的に回復状況にあります。 

これにより、自動車関連事業全体の売上高は前年同期比81％の27億41百万円、営業利益は44％の２億

95百万円となりました。 

  

(移動体通信関連事業)  

移動体通信関連事業では、選択と集中の一環として販路の集約を行った結果、売上高は前年同期比

55％の３億40百万円、営業利益は61％の21百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、 

① 総資産合計は155億３百万円と前連結会計年度末に比べて５億74百万円減少しております。 

減少の主なものは、現金及び預金が３億７百万円、受取手形及び売掛金が２億52百万円、それ

ぞれ減少いたしました。 

② 負債合計は32億９百万円と前連結会計年度末に比べて４億82百万円減少しております。 

減少の主なものは、支払手形及び買掛金が１億78百万円、未払法人税等が３億68百万円、それ

ぞれ減少いたしました。 

増加の主なものは、流動負債のその他のうち、未払金が82百万円増加いたしました。 

③ 純資産合計は122億94百万円と前連結会計年度末に比べて92百万円減少しております。 

減少の主なものは、配当金の支払いにより剰余金が１億80百万円減少いたしました。 

増加の主なものは、四半期純利益が89百万円増加いたしました。 

なお、自己資本比率は、77.0%から79.3%となりました。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想（平成23年６月24日公表）につきまし

ては、当第１四半期連結累計期間の業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における業績

予想値の変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 6,229 5,922

受取手形及び売掛金 1,453 1,201

有価証券 1,299 1,299

商品及び製品 425 436

仕掛品 32 23

原材料及び貯蔵品 8 7

その他 541 563

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 9,987 9,451

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 549 525

土地 1,391 1,391

その他（純額） 107 98

有形固定資産合計 2,048 2,015

無形固定資産 155 143

投資その他の資産

投資有価証券 2,901 2,929

その他 984 964

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,885 3,893

固定資産合計 6,089 6,052

資産合計 16,077 15,503

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,169 991

未払法人税等 445 77

賞与引当金 203 110

その他 531 701

流動負債合計 2,350 1,880

固定負債

退職給付引当金 874 863

その他 465 464

固定負債合計 1,340 1,328

負債合計 3,691 3,209
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,001 1,001

資本剰余金 4,184 4,184

利益剰余金 7,753 7,662

自己株式 △694 △694

株主資本合計 12,244 12,153

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 141 141

繰延ヘッジ損益 0 0

その他の包括利益累計額合計 141 141

少数株主持分 － －

純資産合計 12,386 12,294

負債純資産合計 16,077 15,503
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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 4,018 3,082

売上原価 2,612 2,058

売上総利益 1,406 1,023

販売費及び一般管理費 910 918

営業利益 495 105

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 7 7

受取保証料 24 19

受取賃貸料 19 18

持分法による投資利益 35 24

その他 6 10

営業外収益合計 95 83

営業外費用

支払手数料 3 3

賃貸収入原価 8 7

その他 2 0

営業外費用合計 14 11

経常利益 576 177

特別損失

固定資産除却損 34 30

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 34 30

税金等調整前四半期純利益 542 146

法人税、住民税及び事業税 201 68

法人税等調整額 14 △11

法人税等合計 215 56

少数株主損益調整前四半期純利益 326 89

四半期純利益 326 89
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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 326 89

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △47 △0

繰延ヘッジ損益 1 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 △0

その他の包括利益合計 △56 △0

四半期包括利益 270 89

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 270 89

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）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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