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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 55,624 △9.4 2,619 △43.2 2,542 △42.0 1,243 △45.2

23年3月期第2四半期 61,373 38.6 4,615 ― 4,383 ― 2,269 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,537百万円 （△10.6％） 23年3月期第2四半期 1,718百万円 （―％）

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 32.63 32.61
23年3月期第2四半期 59.69 ―

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 74,647 20,238 22.8
23年3月期 69,580 19,182 23.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,012百万円 23年3月期  16,322百万円

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 ― 9.00 9.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 9.00 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 120,000 0.4 6,500 △11.5 6,300 △9.0 2,600 △6.9 68.25



(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ます。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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が
記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、３ページ「1.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」をご参照ください。 

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   ：  有

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 39,511,728 株 23年3月期 39,511,728 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,415,955 株 23年3月期 1,414,913 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 38,096,258 株 23年3月期2Q 38,025,686 株
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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 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの関連する自動車業界では、国内においては、

東日本大震災の影響によるサプライチェーンの復旧は急速に進みましたが、歴史的な円高の影響な

どから、景気の先行き不透明感が増しております。また、海外においても、欧州財政問題をかかえ、

景気回復過程にあった各国の経済は水をさされた状態にあり、景気の減速懸念が顕在化しつつあり

ます。このような環境のなかで、当社グループでは、収益確保を目指し、継続的に原価低減活動を

実施してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は556億24百万円と前年同四半期に比べ57億

49百万円の減少（△9.4％）、営業利益は26億19百万円と前年同四半期に比べ19億95百万円の減少

（△43.2％）、経常利益は25億42百万円と前年同四半期に比べ18億41百万円の減少（△42.0％）、

四半期純利益は12億43百万円と前年同四半期に比べ10億26百万円の減少（△45.2％）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

主要得意先の生産量が東日本大震災の影響などにより低下し、売上高は254億40百万円と前

年同四半期比44億56百万円の減少（△14.9％）となり、営業利益は７億12百万円と前年同四半

期比10億28百万円の減少（△59.1％）となりました。 

②北米 

米国市場での自動車販売台数の落ち込みと為替の影響により、売上高は201億14百万円と前

年同四半期比23億31百万円の減少（△10.4％）となり、また、新車立上げに伴う生産準備諸費

用の増加などもあり、営業利益は２億56百万円と前年同四半期比15億51百万円の減少（△

85.8％）となりました。 

③欧州 

主要得意先の比較的堅調な販売などにより、売上高は48億78百万円と前年同四半期比２億95

百万円の増加（+6.4％）となりましたが、営業利益は４億90百万円と前年同四半期比２百万円

の減少（△0.5％）となりました。 

④アジア 

中国市場での堅調な需要やアセアン地域における販売増が寄与して、売上高は51億90百万円

と前年同四半期比７億43百万円の増加（+16.7％）となり、営業利益は10億47百万円と前年同

四半期比89百万円の増加(+9.3％）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は746億47百万円と前連結会計年度末に比べ50億66百万円の増加（+7.3％）となりま

した。主な増加は、受取手形及び売掛金45億41百万円であります。 

（負債） 

負債は544億８百万円と前連結会計年度末に比べ40億10百万円の増加（+8.0％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金23億12百万円、短期借入金９億29百万円、長期借入金11

億74百万円であります。 

（純資産） 

純資産は202億38百万円と前連結会計年度末に比べ10億56百万円の増加（+5.5％）となりま

した。主な増加は、利益剰余金９億円であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

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」という)は、50億70

百万円と前連結会計年度末に比べ18億89百万円の減少（△27.1％）となりました。なお、当四

半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、得られた資金は８億33百万円（前年同四半期比46億75百万円の減少）（△

84.9％）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益25億22百万円、減価償却費34億

23百万円、売上債権の増加による減少額が45億61百万円によるものであります。 
 

(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31億38百万円（前年同四半期比18億65百万円の増加）

（+146.6％）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出33億77百万円によるも

のであります。 
 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、獲得した資金は３億63百万円（前年同四半期は28億83百万円の資金を使

用）となりました。これは主に長期借入れによる収入35億36百万円、長期借入金の返済による

支出19億39百万円、リース債務の返済による支出12億95百万円によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想につきましては、現時点において

平成23年7月12日に公表いたしました予想値に変更はありません。ただし、タイにおける洪水被害に

よる得意先のグローバルでの自動車生産に影響が出始めていることによる業績への影響、円高によ

る業績への影響が見込まれますが、現時点で情報が十分でないことから、合理的な業績予想の算定

が困難な状況にあります。算定が可能になり、その結果、業績予想の修正が必要になった場合には

速やかに開示をいたします。 
 
 

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 

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 

(１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第

２号 平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第４号 平成22年６月30日)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定する

ストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額にスト

ック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法

に変更しております。 

なお、これによる影響はありません。  
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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 6,959  5,070

  受取手形及び売掛金 14,054  18,595

  製品 505  525

  仕掛品 4,794  6,627

  原材料及び貯蔵品 2,459  2,316

  その他 2,492  2,887

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 31,265  36,021

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 25,712  26,143

    減価償却累計額 △13,617  △13,992

    減損損失累計額 △316  △316

    建物及び構築物（純額） 11,777  11,834

   機械装置及び運搬具 37,293  38,424

    減価償却累計額 △28,666  △29,404

    減損損失累計額 △19  △26

    機械装置及び運搬具（純額） 8,607  8,993

   工具、器具及び備品 19,972  19,788

    減価償却累計額 △16,037  △16,362

    減損損失累計額 △0  △1

    工具、器具及び備品（純額） 3,935  3,424

   土地 5,512  5,511

   建設仮勘定 2,003  2,384

   有形固定資産合計 31,836  32,149

  無形固定資産 1,400  1,288

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,192  4,330

   その他 1,231  867

   貸倒引当金 △346  △8

   投資その他の資産合計 5,077  5,188

  固定資産合計 38,315  38,626

 資産合計 69,580  74,647
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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 12,143  14,456

  短期借入金 10,516  11,445

  未払法人税等 1,003  868

  賞与引当金 893  1,074

  その他 9,043  8,712

  流動負債合計 33,600  36,557

 固定負債  

  長期借入金 11,950  13,124

  退職給付引当金 2,362  2,486

  その他 2,484  2,240

  固定負債合計 16,797  17,851

 負債合計 50,398  54,408

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,162

  利益剰余金 11,377  12,278

  自己株式 △455  △455

  株主資本合計 21,906  22,806

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,138  1,011

  為替換算調整勘定 △6,722  △6,804

  その他の包括利益累計額合計 △5,584  △5,793

 新株予約権 －  8

 少数株主持分 2,860  3,217

 純資産合計 19,182  20,238

負債純資産合計 69,580  74,647
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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 61,373  55,624

売上原価 51,550  48,016

売上総利益 9,823  7,608

販売費及び一般管理費 5,207  4,988

営業利益 4,615  2,619

営業外収益  

 受取利息 29  28

 受取配当金 20  29

 補助金収入 12  54

 その他 112  102

 営業外収益合計 175  215

営業外費用  

 支払利息 257  230

 その他 149  61

 営業外費用合計 407  292

経常利益 4,383  2,542

特別利益  

 固定資産売却益 4  4

 その他 1  －

 特別利益合計 5  4

特別損失  

 固定資産売却損 0  4

 固定資産除却損 9  9

 減損損失 212  8

 その他 38  2

 特別損失合計 261  24

税金等調整前四半期純利益 4,127  2,522

法人税、住民税及び事業税 1,829  1,033

法人税等調整額 △394  △205

法人税等合計 1,435  827

少数株主損益調整前四半期純利益 2,691  1,694

少数株主利益 421  451

四半期純利益 2,269  1,243
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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 2,691  1,694

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △114  △127

 為替換算調整勘定 △840  19

 持分法適用会社に対する持分相当額 △17  △49

 その他の包括利益合計 △973  △157

四半期包括利益 1,718  1,537

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,468  1,033

 少数株主に係る四半期包括利益 249  503
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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 4,127  2,522

 減価償却費 4,101  3,423

 減損損失 212  8

 引当金の増減額(△は減少) 633  △30

 受取利息及び受取配当金 △49  △58

 支払利息 257  230

 有形固定資産売却損益(△は益) △3  △0

 有形固定資産除却損 9  9

 売上債権の増減額(△は増加) △3,797  △4,561

 たな卸資産の増減額(△は増加) △416  △1,698

 仕入債務の増減額(△は減少) 1,428  2,331

 その他 827  △44

 小計 7,331  2,132

 利息及び配当金の受取額 53  97

 利息の支払額 △257  △216

 法人税等の支払額 △1,617  △1,179

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,509  833

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 △2,734  △3,377

 有形固定資産の売却による収入 1,527  778

 投資有価証券の取得による支出 △3  △412

 その他 △62  △126

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,272  △3,138

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) △6,238  552

 長期借入れによる収入 10,279  3,536

 長期借入金の返済による支出 △4,785  △1,939

 リース債務の返済による支出 △1,662  △1,295

 配当金の支払額 △228  △342

 少数株主への配当金の支払額 △247  △333

 少数株主からの払込みによる収入 －  187

 その他 △0  △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,883  363

現金及び現金同等物に係る換算差額 △216  52

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,136  △1,889

現金及び現金同等物の期首残高 2,626  6,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,762  5,070
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5)  セグメント情報等 

 

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 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 29,897 22,446 4,583 4,446 61,373 － 61,373

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,040 － － 199 2,240 △2,240 －

計 31,938 22,446 4,583 4,646 63,614 △2,240 61,373

セグメント利益 1,740 1,807 492 958 5,000 △384 4,615

(注) １．セグメント利益の調整額△384百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、神奈川県寒川町の福利厚生施設撤去計画に基づき、減損損失

を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、前第２四半期連結累計期間において212百万円であります。 

（のれんの金額の重要な変動） 

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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 25,440 20,114 4,878 5,190 55,624 － 55,624

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,586 － － 385 2,971 △2,971 －

計 28,026 20,114 4,878 5,575 58,596 △2,971 55,624

セグメント利益 712 256 490 1,047 2,507 112 2,619

(注) １．セグメント利益の調整額112百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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。 
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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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

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 

該当事項はありません。 

 

 


