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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 36,830 △13.3 1,233 △48.5 1,158 △50.5 561 △66.9

23年3月期第2四半期 42,496 36.2 2,397 ― 2,344 ― 1,701 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 396百万円 （△71.2％） 23年3月期第2四半期 1,378百万円 （―％）

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 34.29 ―

23年3月期第2四半期 100.65 ―

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 52,091 17,824 32.8
23年3月期 50,988 17,520 32.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,108百万円 23年3月期  16,800百万円

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 ― 3.75 ― 4.50 8.25

24年3月期 ― 4.50

24年3月期（予想） ― 4.50 9.00

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 84,000 △1.7 3,000 △22.9 3,000 △20.7 2,800 △3.8 170.90



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.2「２. サマリー情報（その他）に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記
の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （３） 業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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 19,410,000 株 23年3月期 19,410,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,026,378 株 23年3月期 3,027,974 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,384,326 株 23年3月期2Q 16,904,441 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我が国経済は、東日本大震災の影響による悪化から徐々に持ち直しの傾向が

見られたものの、欧米経済の低迷や急激な円高による輸出環境の悪化、雇用改善の遅れや個人消費の停滞など依然

として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で、当第２四半期連結累計期間における売上高は、得意先の大幅な減産、円高による為替換

算差影響等により、前年同期比13.3％減の36,830百万円となりました。損益面では、減収影響により営業利益は前

年同期比48.5％減の1,233百万円、経常利益は、前年同期比50.5％減の1,158百万円、四半期純利益は前年同期比

66.9％減の561百万円となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、52,091百万円となり、前連結会計年度に比べ1,102百万円増

加しました。これは貯蔵品の増加903百万円、製品の増加333百万円が主な要因であります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、34,266百万円となり、前連結会計年度に比べ798百万円増加

しました。これは長短借入金の増加2,389百万円、支払手形及び買掛金の減少1,197百万円、賞与引当金の減少285

百万円が主な要因であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,824百万円となり、前連結会計年度に比べ304百万円増

加しました。これは利益剰余金の増加488百万円、その他有価証券評価差額金の減少112百万円、為替換算調整勘定

の減少65百万円が主な要因であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年７月20日に発表した平成24年３月期の連結業績につきましては、次のとおり修正しております。詳細

は、平成23年10月28日発表の「業績予想の修正及び繰延税金資産計上に関するお知らせ」をご参照下さい。 

通期連結業績予想の修正  

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：百万円）

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

前回予想（Ａ)   81,000  2,100  2,100  1,300 

今回修正（Ｂ）      84,000      3,000   3,000      2,800 

増減額（Ｂ－Ａ）       3,000      900 900      1,500 

増減率  3.7%     42.8%  42.8%     115.3% 

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 5,860,299 5,700,926

受取手形及び売掛金 12,494,168 12,670,953

製品 1,122,870 1,456,111

原材料 4,518,291 4,810,888

仕掛品 1,099,280 966,082

貯蔵品 1,335,927 2,239,100

繰延税金資産 597,560 592,540

その他 1,875,253 1,817,736

貸倒引当金 △3,150 △3,150

流動資産合計 28,900,500 30,251,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,678,123 6,416,457

機械装置及び運搬具（純額） 6,032,065 5,618,796

工具、器具及び備品（純額） 1,636,189 1,417,070

土地 4,354,078 4,311,937

その他（純額） 890,552 1,794,218

有形固定資産合計 19,591,010 19,558,480

無形固定資産   

その他 313,549 305,791

無形固定資産合計 313,549 305,791

投資その他の資産   

投資有価証券 1,543,080 1,370,069

繰延税金資産 12,163 11,194

その他 642,651 608,693

貸倒引当金 △14,160 △14,160

投資その他の資産合計 2,183,734 1,975,797

固定資産合計 22,088,294 21,840,070

資産合計 50,988,794 52,091,259



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,445,395 11,248,235

短期借入金 7,032,266 10,023,377

未払法人税等 212,429 566,529

繰延税金負債 110,405 110,492

賞与引当金 886,886 601,070

役員賞与引当金 75,000 37,500

製品保証引当金 573,065 465,837

その他 4,118,601 4,011,257

流動負債合計 25,454,048 27,064,299

固定負債   

長期借入金 3,830,944 3,229,345

繰延税金負債 551,834 463,600

退職給付引当金 2,814,803 2,840,402

役員退職慰労引当金 503,206 408,033

その他 313,251 260,831

固定負債合計 8,014,040 7,202,213

負債合計 33,468,089 34,266,512

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 16,407,803 16,895,812

自己株式 △2,062,383 △2,063,295

株主資本合計 20,735,982 21,223,080

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 349,747 237,358

為替換算調整勘定 △4,285,670 △4,351,586

その他の包括利益累計額合計 △3,935,923 △4,114,227

少数株主持分 720,645 715,893

純資産合計 17,520,705 17,824,746

負債純資産合計 50,988,794 52,091,259



（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 42,496,632 36,830,028

売上原価 37,644,748 33,080,023

売上総利益 4,851,884 3,750,005

販売費及び一般管理費 2,454,554 2,516,753

営業利益 2,397,329 1,233,252

営業外収益   

受取利息 13,893 30,355

受取配当金 24,578 17,691

投資不動産賃貸料 32,694 32,694

持分法による投資利益 15,574 2,371

助成金収入 － 79,965

雑収入 141,141 100,355

営業外収益合計 227,883 263,434

営業外費用   

支払利息 137,323 117,785

為替差損 81,345 121,967

雑損失 62,256 98,434

営業外費用合計 280,926 338,187

経常利益 2,344,286 1,158,499

特別利益   

固定資産売却益 － 3,282

貸倒引当金戻入額 21 －

特別利益合計 21 3,282

特別損失   

割増退職金 － 10,966

投資有価証券評価損 114,744 －

その他 18,022 －

特別損失合計 132,767 10,966

税金等調整前四半期純利益 2,211,539 1,150,815

法人税等 441,915 581,708

少数株主損益調整前四半期純利益 1,769,623 569,107

少数株主利益 68,178 7,173

四半期純利益 1,701,445 561,933



（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 1,769,623 569,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △73,576 △112,439

為替換算調整勘定 △317,218 △60,290

その他の包括利益合計 △390,795 △172,729

四半期包括利益 1,378,828 396,377

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,324,123 383,629

少数株主に係る四半期包括利益 54,704 12,748



（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 2,211,539 1,150,815

減価償却費 1,860,757 1,742,329

のれん償却額 481 481

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,507 △285,816

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △37,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,050 26,017

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,197 △95,172

製品保証引当金の増減額（△は減少） △169,675 △106,788

受取利息及び受取配当金 △38,472 △48,046

支払利息 137,323 117,785

持分法による投資損益（△は益） △15,574 △2,371

有形固定資産処分損益（△は益） － △3,282

投資有価証券評価損益（△は益） 114,744 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,386,860 △191,967

たな卸資産の増減額（△は増加） 203,179 △1,459,285

仕入債務の増減額（△は減少） 1,277,133 △1,168,687

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,517 29,018

その他 224,111 212,369

小計 4,439,802 △120,100

利息及び配当金の受取額 38,472 48,046

利息の支払額 △138,431 △117,785

法人税等の支払額 △248,487 △283,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,091,355 △472,937

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 △1,652,442 △1,964,808

有形固定資産の売却による収入 49,314 38,318

投資有価証券の取得による支出 △8,092 △9,601

貸付けによる支出 △2,600 △2,453

貸付金の回収による収入 5,852 3,566

定期預金の預入による支出 △260,600 －

定期預金の払戻による収入 － 246,000

その他 12,285 △15,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,856,282 △1,704,161



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,419,361 5,989,087

短期借入金の返済による支出 △4,154,940 △2,420,541

長期借入れによる収入 1,202,734 246,840

長期借入金の返済による支出 △1,521,639 △1,296,783

セール・アンド・リースバックによる収入 178,773 －

自己株式の取得による支出 △959,300 △33

配当金の支払額 △68,391 △73,924

少数株主への配当金の支払額 △15,300 △17,500

リース債務の返済による支出 △184,159 △183,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,102,860 2,243,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,713 20,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,499 86,627

現金及び現金同等物の期首残高 6,208,272 5,614,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,234,772 5,700,926



該当事項はありません。   

  

Ⅰ 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又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」はタイ・インドネシアであります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

     Ⅱ 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又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」はタイ・インドネシアであります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高 22,739,988 13,777,532 5,477,816  41,995,337  501,294 42,496,632

セグメント間の内部売上高
又は振替高 2,620,932 27,500 579,701  3,228,135  2,347,564 5,575,699

計 25,360,921 13,805,033 6,057,518  45,223,473  2,848,858 48,072,332

セグメント利益 929,479 364,534 956,243  2,250,258  122,893 2,373,152

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  2,250,258

「その他」の区分の利益  122,893

セグメント間取引消去  10,119

その他の調整  14,057

四半期連結損益計算書の営業利益  2,397,329

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高 19,518,346 11,600,412 5,341,664  36,460,423  369,605 36,830,028

セグメント間の内部売上高
又は振替高 3,098,707 6,667 307,618  3,412,994  2,722,580 6,135,574

計 22,617,054 11,607,079 5,649,283  39,873,417  3,092,185 42,965,603

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
853,909 △525,992 582,590  910,507  274,561 1,185,068



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

該当事項はありません。   

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  910,507

「その他」の区分の利益  274,561

セグメント間取引消去  33,319

その他の調整  14,864

四半期連結損益計算書の営業利益  1,233,252

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

部門別売上高情報 

（単位：千円）

  

４．補足情報

  

前第２四半期 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日)

当第２四半期 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日) 

増減金額 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

増減率

（％） 

自動車部品

事業 

安全部品 
ハンドル  7,290,480  17.1  6,584,190  17.8  △706,289  △9.6

エアバッグ  18,125,825  42.6  16,130,123  43.7  △1,995,702  △11.0

小計  25,416,305  59.8  22,714,313  61.6  △2,701,991  △10.6

樹脂部品  17,052,895  40.1  14,101,696  38.2  △2,951,198  △17.3

計  42,469,200  99.9  36,816,010  99.9  △5,653,190  △13.3

その他事業  27,431  0.1  14,018  0.0  △13,413  △48.8

合計  42,496,632  100.0  36,830,028  100.0  △5,666,603  △13.3
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