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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 25,810 △6.7 1,108 △50.2 1,245 △49.4 669 △46.3

23年3月期第2四半期 27,668 29.2 2,225 ― 2,460 ― 1,246 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 772百万円 （△37.4％） 23年3月期第2四半期 1,233百万円 （―％）

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 20.49 ―

23年3月期第2四半期 38.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 60,900 43,386 68.0 1,267.20
23年3月期 61,091 42,745 66.9 1,251.44

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  41,408百万円 23年3月期  40,893百万円

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  

平成24年３月期の期末の配当については先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため、未定としておりますが 
決定次第、速やかにお知らせいたします。 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  有  
 

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 57,000 1.8 2,900 △34.8 3,200 △35.1 1,900 △29.3 58.14



(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財務諸表のレビュー手続き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 
１．平成23年７月29日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想を修正しております。 
詳細は本日公表の「第２四半期（累計）連結業績予想との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．前記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる 
可能性があります。前記の予想に関する事項については、添付資料の３ページの当四半期決算に関する定性的情報（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2Q 32,710,436 株 23年3月期 32,710,436 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 33,310 株 23年3月期 33,195 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 32,677,193 株 23年3月期2Q 32,677,407 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

・国内の状況 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災により、極めて大きな被害

を受けました。加えて、加速する為替レートの円高により、輸出産業を中心に景気後退が懸念されています。 

 こうした中、当社グループの国内販売につきましても、当社グループの主要な需要分野である自動車・建設機

械分野では、大震災による自動車部品メーカーからの部品の供給停滞に伴う、自動車生産の大幅な減少により、

第１四半期連結会計期間は、大震災前に比し、３分の２程度にまで落ち込みました。自動車部品メーカーの復旧

に伴い、５月を底に、６月以降回復に転じ、第２四半期連結会計期間では、ほぼ大震災前の水準まで回復してま

いりました。 

 一方、土木建築分野では、一部、震災復興需要が見られたものの、依然、需要低迷が継続しており、前年同期

並みの販売に留まりました。 

 また、鉄鋼原材料の価格高騰に伴い、主要な材料である熱延コイルの価格が上昇いたしました。 

 当社グループといたしましては、顧客のご理解を得て、コイル価格の上昇分については販売価格への転嫁を進

める一方、コスト合理化、品質向上など事業基盤の整備を継続・強化しております。  

  

・海外の状況  

 当社の連結子会社シーモア・チュービング・インク（以下ＳＴＩ）があります米国に関しましては、第１四半

期連結会計期間（１月～３月）は前年同期並みに順調に推移したものの、当第２四半期連結会計期間（４月～６

月）につきましては、東日本大震災に伴う日本からの部品供給の停滞により、ＳＴＩの主要な需要家である日系

自動車の生産が大幅に減少いたしました。ＳＴＩの販売も、当第２四半期連結会計期間（４月～６月）について

は、大震災前に比し、約70％の生産水準となりました。 

 当社の連結子会社広州友日汽車配件有限公司（以下ＧＹＡ）があります中国に関しましては、自動車需要が拡

大する中、ＧＹＡの販売も、第１四半期連結会計期間（１月～３月）は前年同期比増加いたしました。しかしな

がら、当第２四半期連結会計期間（４月～６月）につきましては、東日本大震災に伴う日本からの部品供給の停

滞により、日系自動車の生産が大幅に減少いたしました。ＧＹＡの販売も、当第２四半期連結会計期間（４月～

６月）については、大震災前に比し、約60％の生産水準となりました。 

 米国、中国共に、５月を底に回復に転じ、７月～９月は、ほぼ大震災前の生産水準に回復しております。 

  

・連結業績の状況  

 これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は大震災に伴う国内外における販売数量の減

少により、連結売上高25,810百万円（前年同期比1,857百万円 6.7%減）、連結営業利益は1,108百万円（同1,117

百万円 50.2%減）、連結経常利益は1,245百万円（同1,215百万円 49.4%減）、連結四半期純利益は669百万円

（同576百万円 46.3%減）となりました。     

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は60,900百万円となり、前連結会計年度末に比べ190百万円減少いたしま

した。これは固定資産が354百万円増加したものの、流動資産が545百万円減少したことによるものであります。流

動資産の減少は原材料及び貯蔵品が557百万円増加したものの、現金及び預金が710百万円、受取手形及び売掛金が

283百万円減少したこと等によるものであり、固定資産については有形固定資産が524百万円増加したこと等による

ものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、17,514百万円となり、前連結会計年度末に比べ831百万円

減少いたしました。これは仕入れの増加により支払手形及び買掛金が525百万円増加した一方、法人税等の支払い

により未払法人税等が1,235百万円減少したこと等によります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては43,386百万円となり、前連結会計年度末に比べ640百万円

増加いたしました。これは利益剰余金が配当金の支払いにより130百万円減少したものの、四半期純利益669百万円

の計上により538百万円増加したこと等によります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期の業績見通しに関しましては、自動車各社が東日本大震災による大幅な生産減少を下半期

にかけて補うため増産を図ると予想され、当社グループの生産・販売も高水準に推移すると予想されます。一

方、円高の進行や10月に発生致しましたタイの洪水の影響で、一部、自動車生産の下方修正も予想され、年度通

期では４月～６月分の販売減少は避けられない見通しです。 

 コイル価格および製品価格の動向が見通しにくい中ではありますが、コイル価格上昇分のタイムリーな製品価

格への転嫁、震災復興需要の確実な捕捉やコスト合理化など収益改善に取組む結果、通期の連結売上高57,000百

万円、連結営業利益2,900百万円、連結経常利益3,200百万円、連結当期純利益1,900百万円と予想いたします。 

  

   

（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。 

  

（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 

 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。  

  

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：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 1,681 970

受取手形及び売掛金 15,068 14,785

商品及び製品 2,724 2,511

仕掛品 1,757 1,947

原材料及び貯蔵品 6,514 7,072

繰延税金資産 331 329

短期貸付金 14,965 14,797

未収還付法人税等 49 134

その他 599 599

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 43,683 43,138

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,792 5,792

その他（純額） 7,445 7,969

有形固定資産合計 13,237 13,761

無形固定資産 214 185

投資その他の資産 3,955 3,815

固定資産合計 17,407 17,762

資産合計 61,091 60,900
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（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 10,585 11,111

短期借入金 71 81

未払金 749 552

未払法人税等 1,429 194

賞与引当金 433 424

その他 1,028 1,106

流動負債合計 14,298 13,469

固定負債   

繰延税金負債 3,335 3,357

退職給付引当金 56 60

役員退職慰労引当金 90 75

資産除去債務 164 165

環境対策引当金 117 117

その他 283 268

固定負債合計 4,047 4,044

負債合計 18,345 17,514

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,801 4,801

資本剰余金 3,885 3,885

利益剰余金 33,480 34,019

自己株式 △15 △15

株主資本合計 42,152 42,691

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,259 △1,282

その他の包括利益累計額合計 △1,259 △1,282

少数株主持分 1,852 1,977

純資産合計 42,745 43,386

負債純資産合計 61,091 60,900
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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：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 27,668 25,810

売上原価 23,038 22,223

売上総利益 4,630 3,587

販売費及び一般管理費 2,405 2,479

営業利益 2,225 1,108

営業外収益   

受取利息 29 33

受取賃貸料 52 52

持分法による投資利益 123 77

その他 94 40

営業外収益合計 300 203

営業外費用   

賃貸収入原価 28 42

その他 36 23

営業外費用合計 64 66

経常利益 2,460 1,245

特別損失   

災害による損失 － 31

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 105 －

特別損失合計 105 31

税金等調整前四半期純利益 2,355 1,214

法人税、住民税及び事業税 892 317

法人税等調整額 44 115

法人税等合計 937 433

少数株主損益調整前四半期純利益 1,417 780

少数株主利益 171 111

四半期純利益 1,246 669
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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：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 1,417 780

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △166 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 △6

その他の包括利益合計 △183 △8

四半期包括利益 1,233 772

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,111 645

少数株主に係る四半期包括利益 122 126
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 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）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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