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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 828 △3.6 73 57.3 57 61.1 53 89.0
23年3月期第1四半期 858 △2.3 46 △21.9 35 △43.6 28 △25.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 44百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 9百万円 （―％）

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 10.33 ―
23年3月期第1四半期 5.27 ―

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 3,228 2,468 76.5
23年3月期 3,173 2,423 76.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,468百万円 23年3月期  2,423百万円

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

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) 1,479 △5.4 26 △45.1 30 △12.6 27 △15.8 5.26
通期 2,835 △1.7 △38 ― △29 ― △33 ― △6.46



(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の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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 6,652,250 株 23年3月期 6,652,250 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,458,450 株 23年3月期 1,458,450 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,193,800 株 23年3月期1Q 5,388,800 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、東日本大震災の発生による影響を受けて自動車関連企業や

半導体メーカーを始めとする多くの企業が操業停止に陥るなど、経済活動は大きく停滞しました。また、計画停

電といった不安定な電力供給の問題、さらには国内に留まらず海外にも影響を及ぼすほどのサプライチェーンの

寸断など、これらの経済活動の混乱により、景気の先行きは一層不透明な状況となりました。 

カーアフターマーケットにおきましては、北米市場における需要動向は回復の傾向が見られる中、特に売上構

成比の高い国内市場においては、全国的な自粛ムードによる消費意欲の減退から個人消費は冷え込み、依然とし

て厳しい経営環境となりました。 

このような情勢のもと、当社グループでは本年1月より順次発売を開始したストリート向け車高調整式ショック

アブソーバーの高品質ベーシックモデル「STREET BASIS」の販売促進に特に注力いたしました。また、国内外に

おける地域特性等に配慮した各種のキャンペーンを継続するとともに、原価低減や全社的なコスト削減策にも引

き続き注力するなど、確実に利益を生み出すための取り組みをおこなってまいりました。 

しかしながら、カーアフターマーケットでは前述の自粛ムードなどからの消費意欲の冷え込みを背景として需

要に力強さが欠け、また円高傾向の影響などもあって、当第１四半期の連結売上高は828百万円（前年同期比30百

万円、3.6％減）と、前年同期と比較して若干の減少となりました。 

一方、利益の面においては、継続して実施してまいりました徹底した固定費、経費の削減が奏功し、経常利益

57百万円（前年同期比21百万円、61.1％増）、当期純利益53百万円（前年同期比25百万円、89.0％増）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第１四半期会計期間末の総資産は、前連結会計年度に比べ54百万円増加し、3,228百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、10百万円増加し、760百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度に比べ44百万円増加し、2,468百万円とな

りました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月14日発表の業績予想を変更しておりません。  

  

  

（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 

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。 

  

（４）追加情報 

（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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,510,000 1,692,221

売掛金 231,444 240,093

商品及び製品 660,141 574,675

仕掛品 80,416 65,525

原材料及び貯蔵品 156,155 141,421

その他 79,523 71,718

貸倒引当金 △2,829 △3,054

流動資産合計 2,714,852 2,782,601

固定資産   

有形固定資産 237,505 232,359

無形固定資産 29,972 27,165

投資その他の資産   

その他 205,263 199,344

貸倒引当金 △13,906 △13,127

投資その他の資産合計 191,356 186,216

固定資産合計 458,835 445,741

資産合計 3,173,688 3,228,343

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,159 206,460

その他 210,736 215,125

流動負債合計 414,895 421,585

固定負債   

退職給付引当金 128,322 132,428

役員退職慰労引当金 152,108 152,215

その他 54,600 53,850

固定負債合計 335,031 338,494

負債合計 749,926 760,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 2,581,708 2,635,410

自己株式 △473,429 △473,429

株主資本合計 2,541,581 2,595,283

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △117,819 △127,019

その他の包括利益累計額合計 △117,819 △127,019

純資産合計 2,423,761 2,468,264

負債純資産合計 3,173,688 3,228,343
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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 858,752 828,189

売上原価 524,305 508,340

売上総利益 334,447 319,849

販売費及び一般管理費 287,604 246,147

営業利益 46,842 73,701

営業外収益   

助成金収入 － 1,755

その他 4,113 4,829

営業外収益合計 4,113 6,584

営業外費用   

為替差損 15,047 21,112

その他 173 1,600

営業外費用合計 15,220 22,713

経常利益 35,735 57,572

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,568 －

その他 80 －

特別損失合計 1,648 －

税金等調整前四半期純利益 34,087 57,572

法人税、住民税及び事業税 5,673 3,870

法人税等合計 5,673 3,870

少数株主損益調整前四半期純利益 28,413 53,702

四半期純利益 28,413 53,702
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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 28,413 53,702

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △18,791 △9,199

その他の包括利益合計 △18,791 △9,199

四半期包括利益 9,621 44,502

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,621 44,502
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該当事項はありません。  

  

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。  

  

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）セグメント情報等

（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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