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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）

（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 7,692 △4.2 579 △40.9 641 △40.3 195 △70.6

23年３月期第２四半期 8,027 ― 979 ― 1,074 ― 662 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 168百万円(△71.6％) 23年３月期第２四半期 592百万円(－％)

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 9 48 ―

23年３月期第２四半期 32 24 ―

（２）連結財政状態

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 22,266 19,530 86.6

23年３月期 22,742 19,465 84.5

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 19,285百万円 23年３月期 19,207百万円

２．配当の状況

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 ― 5 00 ― 5 00 10 00

24年３月期 ― 5 00

24年３月期(予想) ― 5 00 10 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)

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 15,200 △5.4 1,200 △33.5 1,450 △17.8 800 △14.6 38 93



  

 

 

 
  

※ 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。業績の予想の前提となる条件等については四半期決算短信（添付資料）３ページ「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

   除外  1社 (OOZX USA Inc．)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 20,559,500株 23年３月期 20,559,500株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 11,079株 23年３月期 11,079株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 20,548,421株 23年３月期２Ｑ 20,548,663株
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当第2四半期連結累計期間における世界経済は、中国を始めとした新興国の順調な景気の持続により

全体としては、緩やかな回復基調を維持しました。 

 一方、わが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、一部景気に

持ち直しに向けた動きが見られたものの、雇用情勢の持ち直しの鈍化、デフレの影響などの悪化懸念が

残っており、経済全体の先行きは不透明な状況が続きました。 

 自動車業界については、東日本大震災後の生産、消費の急激な落ち込みから、物流網や電力などのイ

ンフラの回復、輪番操業等の安定稼働の取り組みにより、各社の生産は、ほぼ震災前の水準近くまで回

復しました。 

 今後については、国内生産は、震災復興需要と海外輸出を背景とした受注に支えられ、全体として回

復傾向にあるものの、新興国の景気拡大スピードの鈍化と欧州の債務問題の顕在化、米国国債の格下げ

にともなう超円高など、予想が困難な状況が続くものと考えられます。 

 このような状況のなか、当グループでは引き続き生産性の向上や固定費の削減等、徹底したコスト改

善を継続してまいりました。これにより、総売上高は7,692百万円（前年同期 8,027百万円）、営業利

益579百万円（前年同期979百万円）、経常利益641百万円（前年同期1,074百万円）、四半期純利益は

195百万円（前年同期662百万円）となりました。 

 なお、セグメント別の売上高は自動車部品製造7,278百万円、流通414百万円となりました。 

  

 当第2四半期連結会計期間末の総資産は、22,266百万円と前連結会計年度末に比べ476百万円減少し

ました。 

(流動資産) 

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は13,925百万円と前連結会計年度末に比べ227百万円の減少

となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・配当金の支払、有形固定資産の取得、法人税等の支払により現金及び預金が910百万円 

  減少しております。 

 ・売上高の増加により受取手形及び売掛金が582百万円増加しております。 

 ・商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品等の資産圧縮活動を行った結果、たな卸資産を 

    150百万円圧縮しております。 

(固定資産) 

当第2四半期連結会計期間末の固定資産は、8,341百万円と前連結会計年度末に比べ249百万円の減

少となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

・投資その他の資産(その他)に含まれている子会社・関係会社株式が27百万円増加しておりま 

 す。  

・退職年金制度の改定に伴い、投資その他の資産(その他)に含まれている前払年金費用が118 

  百万円減少しております。   

・前連結会計年度より繰り延べていた子会社清算損の解消、退職年金制度の改定に伴う損失 

 等により投資その他の(その他)に含まれている繰延税金資産が182百万円減少しております。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(流動負債) 

当第2四半期連結会計期間末の流動負債は、2,550百万円と前連結会計年度末に比べ562百万円の減

少となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・子会社清算損の解消、退職給付制度改定損失等により未払法人税等が547万円減少しており 

  ます。 

 (固定負債) 

当第2四半期連結会計期間末の固定負債は186百万円と前連結会計年度末に比べ20百万円の増加とな

りました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・役員退職慰労引当金制度廃止に伴う打ち切り支給による長期未払金への科目振替、退任取 

  締役への慰労金支給により前連結会計年度末に比べ役員退職慰労引当金が82百万円減少し 

  ております。 

  ・その他固定負債が105百万円増加しております。その要因は、役員退職慰労引当金からの科 

  目振替によりその他に含まれている長期未払金が59百万円増加したこと、及び繰延税金負債 

  が46百万円増加したことによるものです。 

(純資産) 

当第2四半期連結会計期間末の純資産の残高は19,530百万円と前連結会計年度末に比べ65百万円増

加となりました。 

(キャッシュ・フローの状況の分析) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言う。）は、前連結

会計年度末に比べ885百万円減少し、7,663百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は354百万円（前年同期 952百万円の収入）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350百万円（前年同期 1,074百万円）、減価償却費301

百万円（前年同期 329百万円）であり、支出の主な内訳は売上債権の増加582百万円（前年同期

379百万円）、法人税等の支払576百万円（前年同期 392百万円）であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は438百万円（前年同期 129百万円）となりました。主な内訳

は、有形固定資産の取得による支出383百万円（前年同期 138百万円）であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は103百万円（前年同期 103百万円）となりました。これは配当金

の支払いによるものであります。 

  

平成23年6月22日に公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」からの変更はござ

いません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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OOZX USA Inc.は清算結了した為、当第2四半期連結会計期間において、連結の範囲から除外してお

ります。 

  

  

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 6,964,607 6,054,753

受取手形及び売掛金 3,796,720 4,379,201

商品及び製品 589,834 430,826

仕掛品 410,815 413,452

原材料及び貯蔵品 543,777 550,643

その他 1,851,683 2,102,975

貸倒引当金 △6,000 △7,000

流動資産合計 14,151,435 13,924,851

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,641,133 2,621,960

機械装置及び運搬具（純額） 1,379,010 1,498,442

土地 2,332,257 2,332,257

その他（純額） 552,859 468,202

有形固定資産合計 6,905,259 6,920,861

無形固定資産 28,238 26,119

投資その他の資産

その他 1,684,293 1,421,625

貸倒引当金 △27,523 △27,623

投資その他の資産合計 1,656,769 1,394,002

固定資産合計 8,590,266 8,340,982

資産合計 22,741,701 22,265,833

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,766,174 1,692,253

未払法人税等 595,209 48,636

賞与引当金 47,875 133,176

その他 702,185 675,607

流動負債合計 3,111,443 2,549,671

固定負債

退職給付引当金 44,988 43,067

役員退職慰労引当金 83,579 1,145

環境対策引当金 24,499 24,499

その他 12,181 116,967

固定負債合計 165,247 185,678

負債合計 3,276,690 2,735,349
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,018,648 3,018,648

資本剰余金 2,769,453 2,769,453

利益剰余金 14,062,358 14,154,567

自己株式 △5,672 △5,672

株主資本合計 19,844,787 19,936,995

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △637,696 △651,999

その他の包括利益累計額合計 △637,696 △651,999

少数株主持分 257,920 245,487

純資産合計 19,465,012 19,530,484

負債純資産合計 22,741,701 22,265,833
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

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 8,026,718 7,691,698

売上原価 6,213,606 6,252,307

売上総利益 1,813,112 1,439,390

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 140,966 192,979

報酬及び給料手当 270,742 269,113

賞与引当金繰入額 9,263 11,825

退職給付費用 40,546 21,901

その他 372,203 364,551

販売費及び一般管理費合計 833,721 860,370

営業利益 979,391 579,021

営業外収益

受取利息 3,518 3,054

受取配当金 480 1,680

持分法による投資利益 93,018 100,123

助成金収入 33,495 －

その他 37,780 27,802

営業外収益合計 168,292 132,659

営業外費用

支払利息 8 －

固定資産除却損 8,352 8,923

為替差損 49,870 41,945

その他 15,936 20,055

営業外費用合計 74,166 70,923

経常利益 1,073,517 640,757

特別損失

退職給付制度改定損 － 290,733

特別損失合計 － 290,733

税金等調整前四半期純利益 1,073,517 350,025

法人税、住民税及び事業税 437,278 38,684

法人税等調整額 △26,209 132,846

法人税等合計 411,069 171,531

少数株主損益調整前四半期純利益 662,448 178,494

少数株主損失（△） － △16,211

四半期純利益 662,448 194,705
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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：千円)

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 662,448 178,494

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △19,649 11,448

持分法適用会社に対する持分相当額 △51,265 △21,974

その他の包括利益合計 △70,913 △10,526

四半期包括利益 591,534 167,968

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 591,534 147,979

少数株主に係る四半期包括利益 － 19,989
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

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)

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 1,073,517 350,025

減価償却費 328,547 300,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,177 1,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,172 85,301

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,225 △26,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,591 △1,920

前払年金費用の増減額（△は増加） 10,475 117,867

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,201 △82,434

受取利息及び受取配当金 △3,998 △4,734

持分法による投資損益（△は益） △93,018 △100,123

有形固定資産処分損益（△は益） 6,573 8,323

売上債権の増減額（△は増加） △378,696 △582,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,449 149,504

仕入債務の増減額（△は減少） 221,236 △73,921

その他 143,408 37,038

小計 1,334,574 177,550

利息及び配当金の受取額 9,256 37,341

利息の支払額 △8 －

法人税等の還付額 － 7,232

法人税等の支払額 △391,944 △576,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 951,878 △354,260

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 △138,200 △382,568

有形固定資産の売却による収入 7,554 3,230

その他 2,044 △58,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,601 △438,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △102,743 △102,742

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,743 △102,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,722 9,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 710,811 △885,459

現金及び現金同等物の期首残高 6,755,180 8,548,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,465,992 7,662,836
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 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） 

 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） 

 該当事項はありません。 

（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
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