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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 94,136 △17.9 2,843 △64.9 3,046 △63.4 2,637 △44.1

23年3月期第1四半期 114,645 46.2 8,092 ― 8,325 ― 4,717 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 4,705百万円 （174.7％） 23年3月期第1四半期 1,713百万円 （―％）

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 11.27 ―

23年3月期第1四半期 19.93 ―

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 354,449 156,492 41.0
23年3月期 356,048 153,744 40.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  145,179百万円 23年3月期  142,804百万円

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  

現時点では24年3月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 208,000 △8.7 8,000 △51.6 8,200 △49.5 5,600 △40.7 23.92
通期 455,000 △0.3 28,000 △14.5 28,000 △16.2 18,000 △7.3 76.90



(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。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については、【添付資料】
Ｐ．３ 「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 244,066,144 株 23年3月期 244,066,144 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 9,990,739 株 23年3月期 9,987,791 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 234,077,175 株 23年3月期1Q 236,751,367 株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響に

より停滞いたしました。また世界経済は、北米や欧州では景気が低迷し、中国・インドを中心とした新

興国では引き続き成長はしましたが、その成長は鈍化してきております。 

当社グループの主要な事業分野であります自動車関連は、国内販売は774千台で前年同期比33.1％の

減少となりました。完成車輸出は731千台で前年同期比38.0％の減少となりました。これにより国内の

自動車生産台数は1,524千台で前年同期比33.8％の減少となりました。 

また、もう一方の主要な事業分野であります情報機器関連は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の

減産により受注が減少いたしました。 

以上のような経営環境の悪化から、売上高は94,136百万円（前年同期比17.9％減）となりました。ま

た収益面では、継続した総原価低減活動を実施しましたが、営業利益は2,843百万円（前年同期比

64.9％減）、経常利益は3,046百万円（前年同期比63.4％減）、四半期純利益は2,637百万円（前年同期

比44.1％減）となりました。 

  

セグメントの状況は以下のとおりです。 

[懸架ばね事業] 

懸架ばね事業は、国内外での自動車の減産により、売上高が19,828百万円、セグメント利益(営業利益)

が1,064百万円となりました。 

  

[シート事業] 

シート事業は、国内外での自動車の減産により、売上高が34,710百万円、セグメント利益(営業利益)が

770百万円となりました。 

  

[精密部品事業] 

精密部品事業は、国内外での自動車の減産、ＨＤＤの減産により、売上高が23,419百万円、セグメント

利益(営業利益)が400百万円となりました。 

  

[産業機器ほか事業] 

  産業機器ほか事業は、景況感の減速による若干の受注減により、売上高は16,177百万円、セグメント

利益(営業利益)が607百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少の影響により、前連結会計年度末

に比べ1,598百万円減少し、354,449百万円となりました。 

負債については、短期借入金及び長期借入金の増加がありましたが、東日本大震災の影響による支払

手形及び買掛金の減少並びに未払法人税等の減少の影響により、前連結会計年度末に比べ4,346百万円

減少し、197,957百万円となりました。 

純資産については、その他有価証券評価差額金等の増加の影響により、前連結会計年度末に比べ

2,748百万円増加し、156,492百万円となりました。 

  

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月期連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響を見極めるため、公表をしており

ませんでしたが、今回の第１四半期決算に合わせ、公表いたします。 

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、震災の影響が残ることから、売上高208,000百

万円（前年同期比8.7％減）、営業利益8,000百万円（前年同期比51.6％減）、経常利益8,200百万円

（前年同期比49.5％減）、四半期純利益5,600百万円（前年同期比40.7％減）といたしました。 

また、通期連結業績予想につきましては、自動車生産の回復・増産が期待されることから、売上高

455,000百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益28,000百万円（前年同期比14.5％減）、経常利益

28,000百万円（前年同期比16.2％減）、当期純利益18,000百万円（前年同期比7.3％減）といたしまし

た。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（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 53,300 48,306

受取手形及び売掛金 77,950 76,200

商品及び製品 12,903 13,153

仕掛品 6,762 6,791

原材料及び貯蔵品 8,394 8,787

部分品 3,937 3,631

繰延税金資産 4,674 5,023

その他 13,424 14,586

貸倒引当金 △351 △346

流動資産合計 180,996 176,133

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 106,956 107,876

減価償却累計額 △65,916 △66,877

建物及び構築物（純額） 41,039 40,998

機械装置及び運搬具 161,509 163,637

減価償却累計額 △125,435 △128,447

機械装置及び運搬具（純額） 36,074 35,190

土地 29,866 29,908

リース資産 5,416 5,320

減価償却累計額 △2,027 △2,207

リース資産（純額） 3,389 3,113

建設仮勘定 5,543 6,886

その他 47,885 48,526

減価償却累計額 △42,254 △43,093

その他（純額） 5,631 5,432

有形固定資産合計 121,544 121,529

無形固定資産 2,383 2,499

投資その他の資産   

投資有価証券 44,041 44,938

長期貸付金 439 353

繰延税金資産 2,319 2,309

その他 4,908 7,191

貸倒引当金 △584 △507

投資その他の資産合計 51,123 54,286

固定資産合計 175,051 178,315

資産合計 356,048 354,449
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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 91,255 78,480

短期借入金 21,509 26,357

未払法人税等 5,310 1,780

繰延税金負債 1,076 1,148

役員賞与引当金 190 82

設備関係支払手形 536 304

その他 24,663 24,817

流動負債合計 144,542 132,971

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 24,454 32,055

リース債務 2,889 2,672

繰延税金負債 8,118 8,178

退職給付引当金 10,081 10,032

役員退職慰労引当金 682 541

執行役員退職慰労引当金 667 633

持分法適用に伴う負債 － 114

その他 868 756

固定負債合計 57,761 64,985

負債合計 202,303 197,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,009 17,009

資本剰余金 17,523 17,523

利益剰余金 114,642 115,440

自己株式 △6,755 △6,757

株主資本合計 142,420 143,215

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,208 13,067

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △11,823 △11,103

その他の包括利益累計額合計 383 1,963

少数株主持分 10,940 11,313

純資産合計 153,744 156,492

負債純資産合計 356,048 354,449
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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 114,645 94,136

売上原価 97,808 82,813

売上総利益 16,836 11,322

販売費及び一般管理費 8,744 8,479

営業利益 8,092 2,843

営業外収益   

受取利息 46 114

受取配当金 353 259

持分法による投資利益 354 253

不動産賃貸料 218 190

その他 358 252

営業外収益合計 1,332 1,070

営業外費用   

支払利息 253 231

為替差損 526 372

その他 319 263

営業外費用合計 1,099 867

経常利益 8,325 3,046

特別損失   

投資有価証券評価損 265 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 302 －

その他 227 －

特別損失合計 795 －

税金等調整前四半期純利益 7,529 3,046

法人税等 2,212 48

少数株主損益調整前四半期純利益 5,317 2,997

少数株主利益 599 359

四半期純利益 4,717 2,637
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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 5,317 2,997

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,740 868

繰延ヘッジ損益 5 1

為替換算調整勘定 187 604

持分法適用会社に対する持分相当額 △56 232

その他の包括利益合計 △3,604 1,708

四半期包括利益 1,713 4,705

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,041 4,217

少数株主に係る四半期包括利益 672 488
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 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) 

    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 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額2,240百万円はセグメント間取引の消去であります。 

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一致しており、調整額はございません。 

  

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 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額1,864百万円はセグメント間取引の消去であります。 

     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一致しており、調整額はございません。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更 

  従来、事業セグメントの損益については経常損益ベースの数値を利用し、全社費用等について

は、各セグメントに配賦しておりませんでしたが、当連結会計年度より、経営管理上利用している

損益を経常損益から営業損益に変更し、セグメント損益測定の精緻化を図ったことに伴い、当第１

四半期連結累計期間から、事業セグメントの損益を営業損益ベースの数値に変更し、全社費用等に

ついても各セグメントに配賦することとしました。 

  なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当年度の事業セグメントの損益の測定方法

に基づき、作り直したものは、「Ⅰ 前第１四半期連結累計期間」に記載のとおりです。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高

  外部顧客への売上高 22,947 46,178 29,229 16,289 114,645 ― 114,645

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

406 27 247 1,558 2,240 △2,240 ―

計 23,354 46,205 29,476 17,848 116,885 △2,240 114,645

セグメント利益(営業利益) 1,930 1,670 3,524 967 8,092 ― 8,092

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高

  外部顧客への売上高 19,828 34,710 23,419 16,177 94,136 ― 94,136

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

456 18 200 1,189 1,864 △1,864 ―

計 20,284 34,728 23,619 17,367 96,001 △1,864 94,136

セグメント利益(営業利益) 1,064 770 400 607 2,843 ― 2,843
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(参考情報) 

【所在地別セグメント情報】 

  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北 米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北 米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

  該当事項はありません。 

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 80,914 11,813 26,694 119,422 △4,777 114,645

セグメント利益(営業利益) 3,847 550 3,694 8,092 ― 8,092

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 66,097 7,605 25,060 98,763 △4,627 94,136

セグメント利益又はセグメント
損失(営業利益または営業損失)

42 △24 2,824 2,843 ― 2,843

（５）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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