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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 37,673 23.4 2,009 12.8 2,270 16.7 1,308 5.5
23年3月期第2四半期 30,518 138.5 1,782 ― 1,945 ― 1,239 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,316百万円 （△2.3％） 23年3月期第2四半期 1,347百万円 （―％）

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 47.51 ―
23年3月期第2四半期 45.01 ―

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 42,577 20,826 46.9
23年3月期 40,814 19,639 46.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,976百万円 23年3月期  18,835百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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 71,600 8.2 3,430 △6.6 3,750 △4.5 2,120 △12.9 76.99
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(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の対象外でありますが、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 
・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）３ページ「（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 27,573,000 株 23年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 36,501 株 23年3月期 35,749 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 27,536,691 株 23年3月期2Q 27,539,798 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により一時的な景気停滞に陥

ったものの、サプライチェーンの復旧にともない、生産活動や個人消費に持ち直しが見られました。し

かしながら当該期間の後半は、欧米の財政不安による円高の進行や、原材料価格の高騰など、先行き不

透明な状況で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、国内では東日本大震災の影響による需要落ち込みが正常化し、海外で

は新興国を中心に需要は堅調に推移いたしました。 

建設機械市場におきましては、中国では政府による金融引き締め策の影響で需要の伸びが鈍化しつつ

あるものの、アジア・大洋州とともに需要は増加し、日本・米国等先進国においても需要は増加傾向で

推移いたしました。 

このような情勢下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ71億５千５百万円増

加し、376億７千３百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間の損益面におきましては、売上高が増加したことに加え、先期に引き続き

コスト削減を推進した結果、営業利益は前年同四半期と比べ２億２千７百万円増加し20億９百万円、経

常利益は前年同四半期と比べ３億２千４百万円増加し22億７千万円、四半期純利益は前年同四半期と比

べ６千８百万円増加し13億８百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ16億４千９百万円増加し、209億５千３百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が14億６千３百万円、前渡金が４億９千１百万円それぞれ減少したも

のの、受取手形及び売掛金が34億円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ１億１千２百万円増加し、216億２千３百万円となりまし

た。これは、主に機械装置及び運搬具が３億２千３百万円減少したものの、建設仮勘定が４億２千６

百万円増加したことなどによります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高 
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 9,375 30.7 9,458 25.1 83 0.9

エンジン部品 17,303 56.7 24,242 64.3 6,939 40.1

計 26,679 87.4 33,701 89.5 7,022 26.3

アジア 自動車用部品等 3,839 12.6 3,972 10.5 133 3.5

合計 30,518 100.0 37,673 100.0 7,155 23.4

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)
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流動負債は、前連結会計年度末と比べ12億１千６百万円増加し、148億６千万円となりました。こ

れは、主に未払法人税等が３億９千２百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が５億４千６百万

円、リース債務が２億５千５百万円、未払金が７億４千７百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ６億４千１百万円減少し、68億８千９百万円となりました。

これは、主に長期借入金が３億５千万円、リース債務が３億３千６百万円それぞれ減少したことなど

によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ11億８千７百万円増加し、208億２千６百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が12億２千５百万円増加したことなどによります。 

  

当第２四半期連結累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、前連結会計年

度末と比べ14億６千３百万円減少し、30億１千４百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果減少した資金は、７千６百万円(前年同四半期

は21億１千２百万円の収入)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益22億６千６百万円、減価償却費９億１千７百万円、

仕入債務の増加額５億３千７百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額34億２千万円及び

法人税等の支払額12億８千８百万円であります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は７億９千２百万円(前年同四半

期に比べ７億３千７百万円の支出増)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が７億８千８百万円であったことによるものでありま

す。 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は５億８千２百万円(前年同四半

期に比べ10億１千７百万円の支出減)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が３億５千万円及び配当金の支払額が１億１千９百万円

であったことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、欧米の財政不安による円高の進行や、原材料価格の変動に加え、中国市

場における需要動向等、当面不透明な状況が続くものと想定しております。 

なお、タイ国において発生した洪水に関しましては、当社の連結子会社Jibuhin(Thailand)Co.,Ltd（所

在地:タイ国チョンブリ県）には直接的な浸水被害はございません。また、平成24年３月期の連結業績予

想につきましては、タイ国における主要取引先の生産調整の影響を考慮しておりますが、今後の動向によ

り業績予想を修正した場合は、速やかに開示いたします。 

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

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：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 4,477,871 3,014,235

受取手形及び売掛金 11,113,216 14,513,712

たな卸資産 2,355,201 2,378,978

その他 1,357,423 1,046,320

流動資産合計 19,303,712 20,953,247

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,322,941 5,999,037

土地 10,815,735 10,813,135

その他（純額） 3,071,975 3,459,104

有形固定資産合計 20,210,651 20,271,276

無形固定資産

借地権 89,269 89,205

その他 26,951 22,498

無形固定資産合計 116,220 111,703

投資その他の資産 1,184,396 1,240,933

固定資産合計 21,511,268 21,623,914

資産合計 40,814,981 42,577,161

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,894,039 9,440,320

短期借入金 974,978 974,326

未払法人税等 1,287,514 894,812

賞与引当金 542,990 554,573

その他 1,944,627 2,996,834

流動負債合計 13,644,151 14,860,867

固定負債

長期借入金 1,600,000 1,250,000

再評価に係る繰延税金負債 4,094,372 4,094,372

退職給付引当金 1,326,301 1,376,184

その他 510,533 168,852

固定負債合計 7,531,207 6,889,408

負債合計 21,175,358 21,750,276
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 9,567,494 10,793,212

自己株式 △13,138 △13,422

株主資本合計 13,302,291 14,527,725

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192,816 170,701

土地再評価差額金 5,939,627 5,939,627

為替換算調整勘定 △598,945 △661,498

その他の包括利益累計額合計 5,533,499 5,448,830

少数株主持分 803,832 850,329

純資産合計 19,639,622 20,826,885

負債純資産合計 40,814,981 42,577,161
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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：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 30,518,278 37,673,638

売上原価 27,683,939 34,410,201

売上総利益 2,834,339 3,263,436

販売費及び一般管理費

運送費 84,593 126,437

給料及び手当 368,772 404,891

賞与引当金繰入額 66,281 90,695

退職給付引当金繰入額 22,791 22,541

減価償却費 44,361 54,279

賃借料 23,433 12,120

租税公課 36,300 37,293

試験研究費 31,090 23,456

その他 374,627 481,795

販売費及び一般管理費合計 1,052,252 1,253,512

営業利益 1,782,086 2,009,924

営業外収益

受取利息 5,178 9,290

受取配当金 5,854 4,961

スクラップ売却益 142,852 152,240

為替差益 － 28,896

その他 77,814 110,502

営業外収益合計 231,700 305,891

営業外費用

支払利息 37,902 22,040

為替差損 3,643 －

支払手数料 14,680 9,587

外国源泉税 7,118 9,504

その他 5,014 4,585

営業外費用合計 68,359 45,717

経常利益 1,945,427 2,270,098

特別利益

固定資産売却益 － 152

投資有価証券売却益 15,900 －

特別利益合計 15,900 152

特別損失

固定資産除却損 2,476 3,906

投資有価証券売却損 571 －

投資有価証券評価損 16,735 －

特別損失合計 19,784 3,906

税金等調整前四半期純利益 1,941,542 2,266,345
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（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)

法人税、住民税及び事業税 560,274 906,157

法人税等調整額 50,752 △41,391

法人税等合計 611,026 864,765

少数株主損益調整前四半期純利益 1,330,516 1,401,579

少数株主利益 90,822 93,249

四半期純利益 1,239,694 1,308,329
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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：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 1,330,516 1,401,579

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,634 △22,115

為替換算調整勘定 △37,768 △62,553

その他の包括利益合計 16,865 △84,668

四半期包括利益 1,347,382 1,316,910

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,256,559 1,223,661

少数株主に係る四半期包括利益 90,822 93,249
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（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 1,941,542 2,266,345

減価償却費 932,497 917,001

退職給付引当金の増減額（△は減少） △73,330 51,280

受取利息及び受取配当金 △11,033 △14,252

支払利息 37,902 22,040

為替差損益（△は益） 3,643 △28,896

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,476 3,753

売上債権の増減額（△は増加） △2,309,006 △3,420,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △299,931 △21,141

仕入債務の増減額（△は減少） 1,955,535 537,521

投資有価証券売却損益（△は益） △15,328 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16,735 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 186,084 52,738

その他 △92,158 854,813

小計 2,275,629 1,221,148

利息及び配当金の受取額 11,033 14,252

利息の支払額 △39,809 △22,655

法人税等の支払額 △133,987 △1,288,993

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,112,866 △76,248

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 △109,825 △788,327

有形固定資産の売却による収入 32,666 170

投資有価証券の取得による支出 △4,727 △4,210

投資有価証券の売却による収入 26,618 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,268 △792,367

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） △800,000 －

長期借入金の返済による支出 △654,169 △350,000

自己株式の取得による支出 △629 △284

配当金の支払額 － △82,611

少数株主への配当金の支払額 △36,252 △36,461

その他 △109,084 △112,908

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,600,135 △582,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,035 △12,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,426 △1,463,636

現金及び現金同等物の期首残高 2,256,941 4,477,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,699,367 3,014,235

10

自動車部品工業（株）（７２３３）平成２４年３月期　第２四半期決算短信



  

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） 

該当事項はありません。 

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

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。 

  

（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

（６）追加情報
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