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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 45,277 △6.7 2,303 △40.5 2,175 △40.3 1,173 △54.3

23年3月期第2四半期 48,528 31.5 3,870 ― 3,643 ― 2,569 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,969百万円 （△30.5％） 23年3月期第2四半期 2,834百万円 （―％）

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2四半期 22.13 ―

23年3月期第2四半期 48.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 56,860 16,779 23.8
23年3月期 55,066 14,896 22.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,554百万円 23年3月期  12,162百万円

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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 89,000 △3.0 4,500 △17.6 4,800 △10.1 2,400 △27.9 45.23



(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等については、添付資料２
ページ「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2Q 53,171,286 株 23年3月期 53,171,286 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 115,148 株 23年3月期 114,816 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 53,056,409 株 23年3月期2Q 53,059,800 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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る企業活動及び個人消費の低迷や急

速な円高の進行等、景気は不透明な状態で推移しました。 

 海外におきましては、中国・インド等の新興国での経済成長が持続しているものの、欧州・米国での財政不安や

景気低迷が見られました。  

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、震災の影響による調達・供給網の問題がありましたが、企

業努力により解消され、国内自動車生産及び販売がほぼ正常な状況となりました。 

 一方、海外の新車販売台数につきましては、欧州を除く米国・中国・インド等で前年同期に比べ増加しました。

 このような経営環境下で当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は452億７千７百万円（前

年同期比6.7％減）となりました。 

 損益につきましては、売上高が減少したこと等により、営業利益は23億３百万円（前年同期比40.5％減）となり

ました。経常利益は、持分法による投資利益が７千４百万円あったものの、支払利息が１億５千３百万円及び為替

差損が２億５百万円発生したこと等により、21億７千５百万円（前年同期比40.3％減）となり、四半期純利益は11

億７千３百万円（前年同期比54.3％減）となりました。    

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べて17億９千３百万円（3.3％）増加し、568億６千万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が16億８千８百万円(19.3％)、投資有価証券が４億９千５百万円（25.5％）減少し

たものの、受取手形及び売掛金が26億９千４百万円（17.1％）、たな卸資産が６億１千５百万円(11.9％)増加した

こと等によるものであります。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて８千９百万円（0.2％）減少し、400億８千万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金が６億４千１百万円(5.1％)、短期借入金が10億２千万円（11.8％）増加したも

のの、長期借入金が16億８千７百万円（18.1％）減少したこと等によるものであります。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて18億８千２百万円（12.6％）増加し、167億７千９百万円と

なりました。これは、主に利益剰余金が11億６千１百万円（63.0％）、少数株主持分が４億９千１百万円

（18.0％)増加したこと等によるものであります。  

  

（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６月23日に公表しました「業績予想に関するお知ら

せ」における業績予想から変更はありません。  

 なお、タイにおいて洪水被害が各地で発生しておりますが、この被害が当社グループの業績に与える影響につき

ましては現在調査中であり、当業績予想には織り込んでおりません。 

  

（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。  

  

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



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,759 7,070

受取手形及び売掛金 15,805 18,500

有価証券 381 434

たな卸資産 5,148 5,763

繰延税金資産 484 472

その他 961 1,374

貸倒引当金 △113 △116

流動資産合計 31,426 33,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,225 6,150

機械装置及び運搬具（純額） 7,429 7,522

土地 5,243 5,248

建設仮勘定 612 974

その他（純額） 984 914

有形固定資産合計 20,495 20,811

無形固定資産   

のれん 13 10

その他 813 769

無形固定資産合計 827 779

投資その他の資産   

投資有価証券 1,945 1,449

長期貸付金 25 19

繰延税金資産 56 57

その他 289 241

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,317 1,768

固定資産合計 23,639 23,359

資産合計 55,066 56,860



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,544 13,185

短期借入金 8,640 9,661

未払法人税等 658 154

製品保証引当金 495 428

未払費用 3,811 3,820

その他 2,286 2,674

流動負債合計 28,437 29,924

固定負債   

長期借入金 9,343 7,656

繰延税金負債 271 283

退職給付引当金 1,165 1,318

役員退職慰労引当金 136 120

損害賠償損失引当金 216 234

環境対策引当金 56 46

その他 541 495

固定負債合計 11,731 10,155

負債合計 40,169 40,080

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 1,842 3,003

自己株式 △33 △33

株主資本合計 12,585 13,747

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △423 △193

その他の包括利益累計額合計 △423 △192

少数株主持分 2,734 3,225

純資産合計 14,896 16,779

負債純資産合計 55,066 56,860



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 48,528 45,277

売上原価 39,948 38,276

売上総利益 8,579 7,001

販売費及び一般管理費 4,708 4,697

営業利益 3,870 2,303

営業外収益   

受取利息 17 30

受取配当金 0 1

持分法による投資利益 135 74

その他 170 172

営業外収益合計 323 277

営業外費用   

支払利息 218 153

為替差損 246 205

その他 86 46

営業外費用合計 551 406

経常利益 3,643 2,175

特別利益   

固定資産売却益 － 0

製品保証引当金戻入額 － 27

特別利益合計 － 27

特別損失   

固定資産除却損 8 13

システム移行費用 － 117

災害による損失 － 214

環境対策引当金繰入額 47 －

特別損失合計 55 345

税金等調整前四半期純利益 3,587 1,856

法人税、住民税及び事業税 346 230

法人税等調整額 48 40

法人税等合計 394 271

少数株主損益調整前四半期純利益 3,193 1,585

少数株主利益 624 411

四半期純利益 2,569 1,173



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,193 1,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △320 386

持分法適用会社に対する持分相当額 △38 △2

その他の包括利益合計 △358 383

四半期包括利益 2,834 1,969

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,346 1,460

少数株主に係る四半期包括利益 488 508



 該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

                                              （単位:百万円）

(注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。 

  

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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）  

１.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                              （単位:百万円）

(注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。  

  

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。 

  

 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

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  22,146  18,735 7,645  48,528 － 48,528

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   22,146 18,735 7,645  48,528 － 48,528

 セグメント利益  1,953    1,264 653  3,870 －  3,870

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  23,392  15,172 6,712  45,277 － 45,277

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   23,392 15,172 6,712  45,277 － 45,277

 セグメント利益  1,511    655 137  2,303 － 2,303

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

                                             （単位:百万円）

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

                                             （単位:百万円）

  

４．補足情報

（1）所在地別セグメント情報

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高       

（1）外部顧客に対 

   する売上高 
 29,610  5,591    8,122  3,597  1,606  48,528 －  48,528

（2）セグメント間 

  の内部売上高又 

  は振替高 

 2,193  12  －  －  131  2,339  △2,339   －

計  31,804  5,604  8,122  3,597  1,738  50,867  △2,339  48,528

営業利益  1,646  314  938  731 217  3,848  22  3,870

（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……………米国 

     (2)ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ 

     (3)中国……………中国 

     (4)その他の地域…インドネシア、タイ   

  

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高       

（1）外部顧客に対 

   する売上高 
 24,545  5,630    9,965  2,989  2,146  45,277 －  45,277

（2）セグメント間 

  の内部売上高又 

  は振替高 

 2,380  14  184  4  120  2,704  △2,704   －

計  26,926  5,645  10,149  2,993  2,267  47,982  △2,704  45,277

営業利益  444  438  826  376 213  2,299  4  2,303

（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……………米国  

          (2)ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ、ドイツ  

        (3)中国……………中国 

     (4)その他の地域…インドネシア、タイ、ブラジル  
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