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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 181,753 △6.0 6,600 △50.2 5,574 △57.5 3,068 △69.1

23年3月期第2四半期 193,389 21.4 13,255 386.1 13,122 364.7 9,919 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △12,149百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,840百万円 （―％）

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 36.90 ―

23年3月期第2四半期 119.28 ―

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 290,087 141,895 48.6
23年3月期 323,928 155,312 47.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  141,125百万円 23年3月期  154,304百万円

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  ：  有  

現時点では期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 15.00

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  ：  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 390,000 △0.2 23,000 △14.2 22,000 △18.5 14,500 △20.5 174.36



(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 
１．業績の予想は、発表日現在入手可能な情報、仮定並びに判断に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の経営環境の変化などにより予想数値と異
なる可能性があります。 
２．期末配当につきましては、今後の状況を見極め実施の可否及び配当金額を改めて公表させて頂きます。 

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 83,161,700 株 23年3月期 83,161,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 296 株 23年3月期 296 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 83,161,404 株 23年3月期2Q 83,161,404 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における世界経済は、全地域で不透明感が強まってきました。特に欧州ではギリシャの財

政問題が深刻化した上、南欧諸国への波及懸念とも相まって金融不安が高まったことから、景気は減速傾向を強め

ました。また米国でも、失業率の高止まりに加えて個人消費が低迷するなど、景気の減速感が強まりつつありま

す。一方、アジア諸国では、内需を中心として引き続き高い成長率が継続していますが、一部の国ではインフレ懸

念に因る成長の鈍化が見られました。また、日本では震災の影響から徐々に脱し始め、夏場以降は復興需要により

景気は回復過程にあるものの、急激な円高や欧米の景気減速による悪影響が出始めています。 

 このような状況下、世界の自動車販売は、米国で前年同期を上回りましたが、欧州はドイツを除き各国で前期に

続き低調な販売となりました。また、これまで好調な販売増加が続いていたアジアでは、中国、インドで販売伸び

率の鈍化が顕著になってきました。日本では、期初の震災による影響から徐々に脱し始め、自動車生産、販売とも

回復基調となりました。 

  その結果、当企業グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は1,817億53百万円（前年同期比6.0%

減）となりました。利益面は、営業利益66億円（前年同期比50.2%減）、経常利益55億74百万円（前年同期比57.5%

減）、四半期純利益30億68百万円（前年同期比69.1%減）となりました。 

  

セグメント業績は、以下のとおりであります。  

  

① 日本 

  日本におきましては、自動車各社とも震災による部品供給不足は第１四半期でほぼ解消し、８月以降の自動車生

産は正常化に向かいました。当社業績も７月から回復基調が鮮明となってきましたが、第１四半期での販売不振が

影響し、売上高は452億円と前年同期比21.9%の減収、また営業利益は10億92百万円と前年同期比79.5%の減益となり

ました。 

  

② 米州 

 米州におきましては、米系自動車会社を中心に生産は比較的好調に推移しましたが、日系自動車会社を中心に震災

の影響による部品供給不足からの減産が期初には見られました。当社業績も米系自動車会社向けを中心に順調に回復

しましたが、日系自動車会社向けの販売減少を補えませんでした。その結果、売上高は720億55百万円と前年同期比

10.6%の減収、営業利益は６億16百万円と前年同期比64.8%の減益となりました。 

     

③ 欧州 

 欧州におきましては、金融不安の影響から自動車生産は、前年同期に比べ微増に留まりました。しかし、ユーロ安

の恩恵を受けたドイツ車の輸出が引き続き好調を維持したことから、ドイツの自動車生産は大幅に伸長しました。当

社業績もその恩恵を受け、売上高は590億90百万円と前年同期比16.8%の増収となりました。また、営業利益は30億82

百万円と前年同期比186.7%の大幅な増益となりました。 

  

④ アジア 

 アジアにおきましては、域内の日系自動車会社も震災による部品供給不足の影響を受けた上、中国での自動車購入

支援策の縮小、インドでの金融引き締めの影響などから、自動車販売は以前の力強い伸び率は見られませんでした。

当社の業績は、日本同様に第１四半期の減産の影響もあり、売上高は360億36百万円と前年同期比8.8%の減収となり

ました。また、営業利益は16億94百万円と前年同期比67.6%の減益となりました。 

  

（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、2,900億87百万円と、前期末に比して338億41百万円の減少となりまし

た。これは主に、円高の進展による為替換算額の減少によるものであります。 

 負債につきましては、同期間末で1,481億91百万円と、前期末に比して204億24百万円の減少となりました。資産

と同様、円高の進展による為替換算額の減少および有利子負債の圧縮が影響しております。 

 純資産につきましては、30億68百万円の四半期純利益を計上したものの、円高の進展による為替換算調整勘定の

減少等により、前期比134億17百万円減少の1,418億95百万円となりました。 

  

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 

 世界経済は、米国景気はかろうじて成長を維持しているものの、欧州の景気は、ギリシャでの財政金融危機に端

を発した欧州債務問題の影響を受けて減速傾向を強めています。また、アジア諸国も金融引き締め策や輸出鈍化な

どの影響から景気減速懸念が強まってきました。一方、日本は震災からの復旧、復興需要が下支えとなり景気はお

だやかながら回復基調にあると思われます。 

  

 自動車業界では、北米では自動車生産、販売とも堅調さが継続すると思われるものの、欧州域内での自動車販売

は不振が続き、牽引役のアジアでの新車販売伸び率の鈍化が予想されます。一方、日本では、自動車会社各社は今

年度上半期の減産を挽回するために、下半期に大幅な増産を見込んでいます。しかしながら、10月に入り東南アジ

ア 大の自動車生産基地であるタイの水害被害が拡大し、同国を含めアジア地域を中心に日系自動車会社の生産に

今後大きな影響を及ぼすことが懸念材料となってきました。 

  

 当企業グループの通期の業績予想は、世界各地域での上記のような不透明な状況が予想されるものの、現時点で

は、通期業績は前回公表値を据え置いております。今後、大きな変動が予想される場合には、適時に開示させて頂

きます。 

  尚、当企業グループとしましては今後とも原価低減、固定費削減などあらゆる経営努力を実行し、収益向上に努

める所存でおります。 

  

  

  

（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 

 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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 81,762 64,980

受取手形及び売掛金 65,204 64,724

有価証券 13,700 6,339

たな卸資産 43,831 42,656

その他 20,300 20,677

貸倒引当金 △836 △864

流動資産合計 223,962 198,514

固定資産   

有形固定資産 72,502 67,549

無形固定資産 3,048 2,695

投資その他の資産 24,414 21,328

固定資産合計 99,966 91,572

資産合計 323,928 290,087

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,845 23,769

短期借入金 6,908 9,923

コマーシャル・ペーパー 5,000 2,000

1年内返済予定の長期借入金 16,966 17,287

未払法人税等 4,838 1,909

製品保証引当金 14,299 12,752

その他 28,269 26,111

流動負債合計 102,128 93,755

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 36,671 27,819

退職給付引当金 8,104 7,480

役員退職慰労引当金 2,343 471

その他 9,368 8,664

固定負債合計 66,487 54,435

負債合計 168,615 148,191
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,862 41,862

資本剰余金 42,328 42,328

利益剰余金 103,838 105,659

自己株式 △0 △0

株主資本合計 188,028 189,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,188 2,787

繰延ヘッジ損益 △26 51

為替換算調整勘定 △37,579 △51,297

在外子会社の年金債務調整額 △306 △264

その他の包括利益累計額合計 △33,723 △48,723

少数株主持分 1,008 770

純資産合計 155,312 141,895

負債純資産合計 323,928 290,087
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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 193,389 181,753

売上原価 157,227 150,518

売上総利益 36,161 31,235

販売費及び一般管理費 22,906 24,635

営業利益 13,255 6,600

営業外収益   

受取利息 365 553

受取配当金 106 104

その他 517 320

営業外収益合計 988 979

営業外費用   

支払利息 625 577

為替差損 243 675

その他 253 750

営業外費用合計 1,121 2,004

経常利益 13,122 5,574

特別利益   

受取和解金 275 －

特別利益合計 275 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 75 －

特別損失合計 75 －

税金等調整前四半期純利益 13,322 5,574

法人税等 3,305 2,615

少数株主損益調整前四半期純利益 10,016 2,959

少数株主利益又は少数株主損失（△） 96 △109

四半期純利益 9,919 3,068
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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 10,016 2,959

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △840 △1,401

繰延ヘッジ損益 158 77

為替換算調整勘定 △12,230 △13,827

在外子会社の年金債務調整額 54 41

その他の包括利益合計 △12,857 △15,108

四半期包括利益 △2,840 △12,149

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,907 △11,931

少数株主に係る四半期包括利益 66 △217
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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 13,322 5,574

減価償却費 7,291 6,586

固定資産除売却損益（△は益） 18 24

受取利息及び受取配当金 △471 △658

支払利息 625 577

売上債権の増減額（△は増加） △1,873 △4,401

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,931 △2,621

仕入債務の増減額（△は減少） △1,449 △202

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,009 △1,605

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12 1,215

その他の固定負債の増減額（△は減少） △59 △141

その他 3,799 △1,882

小計 17,277 2,464

利息及び配当金の受取額 471 658

利息の支払額 △656 △588

法人税等の支払額 △4,405 △4,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,687 △1,622

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 △5,693 △8,806

有形固定資産の売却による収入 67 87

無形固定資産の取得による支出 △158 △236

その他 △91 △2,973

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,875 △11,928

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 3,461

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,000 △3,000

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △7,530 △9,107

配当金の支払額 △1,247 △1,247

その他 126 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,652 △7,913

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,305 △5,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,146 △26,714

現金及び現金同等物の期首残高 98,210 92,866

現金及び現金同等物の四半期末残高 92,064 66,152
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 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）１．セグメント利益（営業利益）の調整額△124百万円には、セグメント間取引消去△88百万円、及びのれん

償却△36百万円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．各報告セグメントに属する主な国は、下記のとおりであります。 

米州・・・米国、ブラジル、メキシコ 

欧州・・・ドイツ、オランダ、ルーマニア、ポーランド、チェコ 

アジア・・・中国、フィリピン、タイ、韓国、インド  

   

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。  

  

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）１．セグメント利益（営業利益）の調整額113百万円には、セグメント間取引消去149百万円、及びのれん償却

△36百万円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円） 

調整額 
（百万円） 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）
（注）２ 

売上高             

(1）外部顧客への売上高  40,282  74,102  48,056  30,947  193,389 -  193,389

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 17,585  6,489  2,539  8,547  35,160  △35,160 - 

  計  57,868  80,591  50,596  39,494  228,550  △35,160  193,389

セグメント利益  5,318  1,749  1,075  5,235  13,379  △124  13,255

  
日本 

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円） 

調整額 
（百万円） 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）
（注）２ 

売上高               

(1）外部顧客への売上高  30,507  65,885  55,993  29,367  181,753  －  181,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14,693  6,169  3,097  6,669  30,629  △30,629  －

  計  45,200  72,055  59,090  36,036  212,383  △30,629  181,753

セグメント利益  1,092  616  3,082  1,694  6,487  113  6,600
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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