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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 17,175 18.1 958 △3.2 1,100 2.8 590 △18.8
23年3月期第1四半期 14,541 174.8 989 ― 1,070 ― 727 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 727百万円 （△23.3％） 23年3月期第1四半期 947百万円 （―％）

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 21.46 ―
23年3月期第1四半期 26.41 ―

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 39,814 20,269 48.8
23年3月期 40,814 19,639 46.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  19,411百万円 23年3月期  18,835百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 33,900 11.1 1,630 △8.5 1,780 △8.5 970 △21.8 35.23
通期 71,600 8.2 3,430 △6.6 3,750 △4.5 2,120 △12.9 76.99

自動車部品工業㈱(7233)平成24年3月期　第1四半期決算短信



(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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「（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 27,573,000 株 23年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 36,501 株 23年3月期 35,749 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 27,536,835 株 23年3月期1Q 27,540,335 株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による部品供給問題等に伴

い生産活動が停滞し、加えて円高が進行する中、夏季電力供給問題等が懸念されるなど、先行き不透明

な状況の中で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、新興国需要は一部に鈍化傾向が見られるものの概ね堅調に推移いたし

ましたが、国内では東日本大震災の影響等により需要は減少いたしました。 

建設機械市場におきましては、中国市場で経済政策の影響による需要減少が見られましたが、その他

のアジアを中心とした新興国では引き続き需要は増加傾向にあり、日本及び米国等先進国でも需要は増

加するとともに一部を除く欧州においても需要は緩やかな回復基調の中で推移いたしました。 

このような情勢下、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ26億３千３百万円増

加し、171億７千５百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第１四半期連結累計期間の損益面におきましては、資材費ならびに労務費が増加した結果、営業利

益は前年同四半期と比べ３千１百万円減少し９億５千８百万円、経常利益は前年同四半期と比べ２千９

百万円増加し11億円、四半期純利益は前年同四半期と比べ１億３千６百万円減少し５億９千万円となり

ました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ７億９千万円減少し、185億１千３百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が４億３千７百万円増加したものの、現金及び預金が11億３千７百万

円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ２億１千万円減少し、213億円となりました。これは、主に

機械装置及び運搬具が９千８百万円減少したこと及び建設仮勘定が１億１千２百万円減少したことな

どによります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高 
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 4,624 31.8 4,367 25.4 △256 △5.5

エンジン部品 7,946 54.7 10,620 61.8 2,673 33.6

計 12,571 86.5 14,988 87.3 2,416 19.2

アジア 自動車用部品等 1,970 13.5 2,186 12.7 216 11.0

合計 14,541 100.0 17,175 100.0 2,633 18.1

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)
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流動負債は、前連結会計年度末と比べ13億８千８百万円減少し、122億５千５百万円となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金が８億５千４百万円減少したこと及び未払法人税等が５億５千３百

万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ２億４千１百万円減少し、72億８千９百万円となりました。

これは、主に長期借入金が２億５千万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ６億２千９百万円増加し、202億６千９百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が５億８百万円増加したことなどによります。 

  

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ11億３千７百万円減少し、33億４千万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果減少した資金は、３億５千２百万円(前年同四

半期は12億１千６百万円の収入)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10億９千９百万円、減価償却費４億６千７百万円で

あり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額３億７千６百万円、仕入債務の減少額８億９千９百万円

及び法人税等の支払額11億３千４百万円であります。 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は３億８千２百万円(前年同四半

期に比べ２億７千９百万円の支出増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が３億８千１百万円であったことによるものでありま

す。 

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は４億２千５百万円(前年同四半

期に比べ２億８百万円の支出減)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が２億５千万円及び配当金の支払額が１億１千９百万円

であったことによるものであります。 

  

今期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響による生産活動の停滞は正常化したものの、円高の

進行、資源高による材料費の高騰、今後の電力供給問題等、当社を取り巻く経営環境は当面不透明な状況

が続くものと想定しております。 

なお、平成23年６月24日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想につきましては、変更はありません。今後の動向により業績予想を修正した場合は速やかに開示

いたします。 

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

（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：千円)

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 4,477,871 3,340,492

受取手形及び売掛金 11,113,216 11,550,923

たな卸資産 2,355,201 2,486,348

その他 1,357,423 1,135,703

流動資産合計 19,303,712 18,513,468

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,322,941 6,224,203

土地 10,815,735 10,817,360

その他（純額） 3,071,975 2,880,256

有形固定資産合計 20,210,651 19,921,820

無形固定資産

借地権 89,269 90,008

その他 26,951 26,837

無形固定資産合計 116,220 116,845

投資その他の資産 1,184,396 1,262,288

固定資産合計 21,511,268 21,300,954

資産合計 40,814,981 39,814,423

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,894,039 8,039,479

短期借入金 974,978 972,160

未払法人税等 1,287,514 733,979

賞与引当金 542,990 818,515

その他 1,944,627 1,691,373

流動負債合計 13,644,151 12,255,507

固定負債

長期借入金 1,600,000 1,350,000

再評価に係る繰延税金負債 4,094,372 4,094,372

退職給付引当金 1,326,301 1,359,636

その他 510,533 485,304

固定負債合計 7,531,207 7,289,312

負債合計 21,175,358 19,544,819
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(単位：千円)

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 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 9,567,494 10,075,775

自己株式 △13,138 △13,422

株主資本合計 13,302,291 13,810,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192,816 195,750

土地再評価差額金 5,939,627 5,939,627

為替換算調整勘定 △598,945 △534,303

その他の包括利益累計額合計 5,533,499 5,601,074

少数株主持分 803,832 858,240

純資産合計 19,639,622 20,269,603

負債純資産合計 40,814,981 39,814,423
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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：千円）

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 14,541,469 17,175,066

売上原価 12,984,073 15,568,300

売上総利益 1,557,395 1,606,766

販売費及び一般管理費

運送費 38,436 65,646

給料及び手当 181,759 202,312

賞与引当金繰入額 33,586 45,342

退職給付引当金繰入額 10,341 8,130

減価償却費 22,422 27,601

賃借料 14,084 6,514

租税公課 19,375 19,641

試験研究費 13,074 7,331

その他 234,381 265,938

販売費及び一般管理費合計 567,461 648,460

営業利益 989,933 958,306

営業外収益

受取利息 1,485 2,612

受取配当金 3,998 3,667

スクラップ売却益 74,321 74,166

為替差益 10,644 35,490

その他 28,803 55,645

営業外収益合計 119,253 171,582

営業外費用

支払利息 20,434 11,672

外国源泉税 2,788 9,504

その他 15,118 8,132

営業外費用合計 38,341 29,309

経常利益 1,070,845 1,100,579

特別損失

固定資産除却損 － 1,380

投資有価証券売却損 571 －

投資有価証券評価損 16,735 －

特別損失合計 17,307 1,380

税金等調整前四半期純利益 1,053,538 1,099,198

法人税、住民税及び事業税 352,745 585,132

法人税等調整額 △78,136 △145,459

法人税等合計 274,609 439,672

少数株主損益調整前四半期純利益 778,928 659,525

少数株主利益 51,665 68,631

四半期純利益 727,263 590,893
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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：千円）

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 778,928 659,525

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 63,343 2,933

為替換算調整勘定 105,695 64,641

その他の包括利益合計 169,039 67,575

四半期包括利益 947,967 727,100

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 896,302 658,468

少数株主に係る四半期包括利益 51,665 68,631

8

自動車部品工業㈱(7233)平成24年3月期　第1四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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 1,053,538 1,099,198

減価償却費 472,121 467,408

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,773 30,353

受取利息及び受取配当金 △5,484 △6,280

支払利息 20,434 11,672

為替差損益（△は益） △10,644 △35,490

有形固定資産除売却損益（△は益） － 1,380

売上債権の増減額（△は増加） △1,754,684 △376,954

たな卸資産の増減額（△は増加） △235,800 △101,647

仕入債務の増減額（△は減少） 1,467,724 △899,350

投資有価証券売却損益（△は益） 571 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16,735 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 63,091 △27,279

その他 234,980 624,326

小計 1,290,809 787,337

利息及び配当金の受取額 5,484 6,280

利息の支払額 △19,728 △11,822

法人税等の支払額 △59,786 △1,134,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,216,779 △352,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △109,736 △381,064

投資有価証券の取得による支出 △1,496 △1,509

投資有価証券の売却による収入 7,718 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,514 △382,573

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） △300,000 －

長期借入金の返済による支出 △272,080 △250,000

自己株式の取得による支出 △170 △284

配当金の支払額 － △82,611

少数株主への配当金の支払額 △7,385 △36,461

その他 △54,066 △56,143

財務活動によるキャッシュ・フロー △633,702 △425,499

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,153 23,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534,716 △1,137,378

現金及び現金同等物の期首残高 2,256,941 4,477,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,791,657 3,340,492
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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） 

該当事項はありません。 

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報
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