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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 56,735 △2.0 2,807 △30.9 2,806 △30.8 1,656 △30.2

23年3月期第2四半期 57,872 27.7 4,063 114.4 4,057 115.1 2,374 116.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,656百万円 （△30.2％） 23年3月期第2四半期 2,374百万円 （―％）

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 18.30 ―

23年3月期第2四半期 26.24 ―

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 94,700 61,524 65.0
23年3月期 93,504 60,048 64.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  61,524百万円 23年3月期  60,048百万円

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 2.00

24年3月期（予想） ― 2.00 4.00

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 110,700 △0.3 3,600 △32.8 3,600 △32.5 2,000 △31.8 22.09



(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  

(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、四半期決
算短信(添付資料)P.2「1.(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 90,655,636 株 23年3月期 90,655,636 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 132,750 株 23年3月期 131,724 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 90,523,487 株 23年3月期2Q 90,526,306 株
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当第２四半期連結累計期間の国内自動車販売台数は、東日本大震災の影響により前年同期比23.7％減

の193万9千台と2年ぶりに減少に転じました。普通乗用車は前年同期比29.0％減の51万9千台、小型乗用

車は前年同期比25.5％減の59万2千台、軽自動車は前年同期比19.9％減の69万2千台と大幅な減少となり

ました。 

  また、輸出につきましても、前年同期を大きく下回りました。 

  このような状況下におきまして、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比2.0％減の

56,735百万円となりました。 

  売上高を製品別にみますと、エンジンにつきましては、日産自動車株式会社の欧州向け「ジューク」

「キャシュカイ」搭載分などが好調に推移したものの、新型「マーチ」用エンジンの組立がタイに移管

されたことや、東日本大震災により国内向け「ティーダ」「キューブ」搭載分が減少したことなどによ

り、前年同期比18.4％減の25,455百万円となりました。 

  マニュアルトランスミッションにつきましては、日産自動車株式会社の欧州向け「キャシュカイ」搭

載分が増加したことなどにより、前年同期比0.7％増の9,263百万円となりました。また、自動車部分品

ほかにつきましては、日産自動車株式会社の新型「マーチ」用部分品及び電気自動車「リーフ」用減速

機が立ち上がったことなどにより、前年同期比25.9％増の22,015百万円となりました。 

  損益面におきましては、コスト低減などの効率化・合理化に取り組んだものの、売上高の減少及び原

材料の高騰などにより、営業利益は前年同期比30.9％減の2,807百万円、経常利益は前年同期比30.8％

減の2,806百万円、四半期純利益は前年同期比30.2％減の1,656百万円となりました。 

  

(資産)  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ8.0％増加し、42,144百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ3.5％減少し、52,555百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の減価償却の実施などによります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し、94,700百万円となりました。 

(負債)  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ0.6％減少し、25,519百万円となりました。これは主に、未払

金が減少したことなどによります。なお、未払金はその他に含めて表示しております。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1.6％減少し、7,656百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ0.8％減少し、33,176百万円となりました。 

(純資産)  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2.5％増加し、61,524百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が増加したことなどによります。  

  

平成23年6月23日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

税金費用の計算  

 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。   

  

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：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 64 92

受取手形及び売掛金 13,123 17,124

商品及び製品 315 156

仕掛品 4,060 3,122

原材料及び貯蔵品 680 594

預け金 16,103 15,927

その他 4,704 5,145

貸倒引当金 △16 △19

流動資産合計 39,036 42,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,088 9,198

機械装置及び運搬具（純額） 30,071 29,848

土地 6,094 6,094

建設仮勘定 2,530 1,082

その他（純額） 2,107 1,791

有形固定資産合計 49,892 48,014

無形固定資産 143 132

投資その他の資産 4,432 4,408

固定資産合計 54,468 52,555

資産合計 93,504 94,700
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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 13,160 14,241

未払費用 5,766 5,597

未払法人税等 1,274 1,273

製品保証引当金 2,280 1,940

その他 3,192 2,465

流動負債合計 25,674 25,519

固定負債   

製品保証引当金 1,746 1,749

退職給付引当金 5,221 5,234

その他 813 672

固定負債合計 7,781 7,656

負債合計 33,455 33,176

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,518 8,518

資本剰余金 12,345 12,345

利益剰余金 39,223 40,699

自己株式 △38 △38

株主資本合計 60,048 61,524

純資産合計 60,048 61,524

負債純資産合計 93,504 94,700
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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 57,872 56,735

売上原価 51,666 51,828

売上総利益 6,206 4,907

販売費及び一般管理費 2,142 2,099

営業利益 4,063 2,807

営業外収益   

受取利息 12 22

受取配当金 13 9

固定資産賃貸料 7 7

その他 4 9

営業外収益合計 38 48

営業外費用   

支払利息 6 5

減価償却費 33 32

租税公課 2 7

その他 1 3

営業外費用合計 43 49

経常利益 4,057 2,806

特別利益   

固定資産売却益 1 8

補助金収入 218 110

特別利益合計 220 119

特別損失   

固定資産除却損 106 105

固定資産圧縮損 209 96

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43 －

特別損失合計 359 201

税金等調整前四半期純利益 3,919 2,723

法人税等 1,544 1,066

少数株主損益調整前四半期純利益 2,374 1,656

四半期純利益 2,374 1,656
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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 2,374 1,656

四半期包括利益 2,374 1,656

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,374 1,656
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 3,919 2,723

減価償却費 4,057 4,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 3

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,414 △336

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 13

受取利息及び受取配当金 △26 △31

支払利息 6 5

固定資産売却損益（△は益） △1 △8

補助金収入 △218 △110

固定資産除却損 106 105

固定資産圧縮損 209 96

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,141 △4,001

たな卸資産の増減額（△は増加） 161 1,183

仕入債務の増減額（△は減少） △46 741

未払費用の増減額（△は減少） △341 △168

未払消費税等の増減額（△は減少） △117 49

その他 △140 △543

小計 7,347 3,938

利息及び配当金の受取額 26 31

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △245 △1,065

補助金の受取額 218 110

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,339 3,009

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 △2,141 △2,785

有形固定資産の売却による収入 2 18

その他 △13 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,152 △2,761

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △274 △215

配当金の支払額 △181 △181

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △455 △396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,731 △148

現金及び現金同等物の期首残高 7,694 16,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,426 16,020
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

連結製品別売上高の内訳 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

（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

４．補足情報

区 分

前第２四半期 当第２四半期

増 減 増減率
連結累計期間 連結累計期間

  （自 平成22年4月 1日   （自 平成23年4月 1日

    至 平成22年9月30日）     至 平成23年9月30日）

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額

台 百万円 台 百万円 台 百万円 ％

エンジン 297,410 31,190 239,963 25,455 △57,447 △5,734 △18.4

マニュアルトランス 
ミッション 115,572 9,196 117,408 9,263 1,836 67 0.7

自動車部分品ほか － 17,485 － 22,015 － 4,529 25.9

合計 － 57,872 － 56,735 － △1,137 △2.0
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