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（百万円未満四捨五入） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 
(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３四半期 11,726 △4.7 896 △41.2 998 △39.3 407 △59.5 
23年３月期第３四半期 12,304 26.2 1,524 303.7 1,645 259.7 1,004 318.2 
（注）包括利益  24年３月期第３四半期  273百万円（△68.9％）  23年３月期第３四半期878百万円（－％） 
 

 
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３四半期 19.81 － 
23年３月期第３四半期 48.87 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期 22,624 19,533 85.4 
23年３月期 22,742 19,465 84.5 
（参考）自己資本    24年３月期第３四半期  19,326百万円  23年３月期  19,207百万円 
 
２．配当の状況 

 
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 － 5.00 － 5.00 10.00 
24年３月期 － 5.00 －   
24年３月期(予想)    5.00 10.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
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） 

 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 16,000 △0.4 1,100 △39.0 1,200 △32.0 500 △46.6 24.33 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 
 



４．その他 
 
(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） 
：有 

除外  1社（OOZX USA Inc.）  
  
(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 

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 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 20,559,500株 23年３月期 20,559,500株 
②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 11,118株 23年３月期 11,079株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 20,548,409株 23年３月期３Ｑ 20,548,663株 

 
 
※ 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。業績の予想の前提となる条件等については四半期決算短信（添付資料）３ページ
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政問題の深刻化、またそれをきっか

けにした世界経済の減速、さらには円相場の高止まりなどに対する懸念が顕在化しており、依然

として先行きが不透明な状況で推移しております。 

一方、わが国の経済におきましては、東日本大震災に起因する一時的な受注減少については急

速な回復となったものの、海外経済の低迷や円高、タイで発生した洪水の影響などが景気回復を

鈍らせる要因となりつつあります。  

このような状況のなか、当社グループでは優位性確保のため、引き続き生産性の向上や固定費

の削減等、徹底したコスト改善を継続してまいりました。 

これにより、第３四半期連結累計期間における総売上高は11,726百万円（前年同期12,304百万

円）、営業利益は896百万円（前年同期1,524百万円）、経常利益は998百万円（前年同期1,645百

万円）、四半期純利益は407百万円（前年同期1,004百万円）となりました。 

なお、セグメント別の売上高は自動車部品製造11,077百万円、流通649百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は22,624百万円と前連結会計年度末に比べ118百万円減

少しました。 

（流動資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産は14,406百万円と前連結会計年度末に比べ255

百万円増加となりました。 

    主な要因は以下のとおりであります。 

・配当金の支払、有形固定資産の取得による支出、法人税等の支払により現金及び預金が869 

百万円減少しております。 

・未収法人税の増加により流動資産（その他）に含まれている未収入金が383百万円増加して 

おります。 

・売上高の増加により受取手形及び売掛金が253百万円増加しております。 

・生産数量の増加によりたな卸資産が172百万円増加しております。 

・費用の期間対応処理等により流動資産（その他）に含まれている前払費用が165百万円増加 

しております。 

 

（固定資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における固定資産は8,218百万円と前連結会計年度に比べ373百万

円の減少となりました。 

主な要因は以下のとおりであります。 

・投資その他の資産（その他）に含まれている投資有価証券が46百万円減少しており 

ます。 

・退職年金制度の改定に伴い、投資その他の資産（その他）に含まれている前払年金費用が 

122百万円減少しております。 
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・前連結会計年度より繰り延べていた子会社清算損の解消、退職年金制度改定損失等により投 

資その他の資産（その他）に含まれている繰延税金資産が183百万円減少しております。 

 

（流動負債） 

    当第３四半期連結会計期間末における流動負債は2,858百万円と前連結会計年度に比べ253百

万円の減少となりました。 

   主な要因は以下のとおりであります。 

・子会社清算損の解消、退職給付制度改定損失等により未払法人税等が575百万円減少しており 

ます。 

・生産数量の増加により支払手形及び買掛金が279百万円増加しております。 

 
（固定負債） 

    当第３四半期連結会計期間末における固定負債は233百万円と前連結会計年度に比べ68百万

円の増加となりました。 

主な要因は以下のとおりであります。 

・役員退職慰労引当金制度廃止に伴う打ち切り支給による固定負債のその他（長期未払金）への 

科目振替、退任取締役への慰労金支給により前連結会計年度末に比べ役員退職慰労引当金が82 

百万円減少しております。 

・その他固定負債が151百万円増加しております。その要因は、役員退職慰労引当金からの科目

振替によりその他に含まれている長期未払金が59百万円増加したこと、及び繰延税金負債が92

百万円増加したことによるものです。 

 
（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は19,533百万円と前連結会計年度に比べ

68百万円の増加となりました。 

 

 (3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年6月22日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（注）上記の業績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 

   今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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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 

OOZX USA Inc．は清算結了した為、第2四半期連結会計期間において、連結の範囲から除外し

ております。 

 

(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。 
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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３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   6,964,607   6,095,929 

    受取手形及び売掛金   3,796,720   4,049,295 

    商品及び製品   589,834   717,919 

    仕掛品   410,815   450,418 

    原材料及び貯蔵品   543,777   548,260 

    その他   1,851,683   2,550,525 

    貸倒引当金   △6,000   △6,000 

    流動資産合計   14,151,435   14,406,344 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,641,133   2,580,387 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,379,010   1,519,730 

      土地   2,332,257   2,332,257 

      その他（純額）   552,859   454,428 

      有形固定資産合計   6,905,259   6,886,802 

    無形固定資産   28,238   25,103 

    投資その他の資産         

      その他   1,684,293   1,334,267 

      貸倒引当金   △27,523   △28,623 

      投資その他の資産合計   1,656,769   1,305,643 

    固定資産合計   8,590,266   8,217,548 

  資産合計   22,741,701   22,623,892 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   1,766,174   2,044,915 

    未払法人税等   595,209   20,143 

    賞与引当金   47,875   105,901 

    その他   702,185   687,188 

    流動負債合計   3,111,443   2,858,147 

  固定負債         

    退職給付引当金   44,988   44,201 

    役員退職慰労引当金   83,579   1,571 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   12,181   162,868 

    固定負債合計   165,247   233,139 

  負債合計   3,276,690   3,091,286 
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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３四半期連結会計期間 

(平成23年12月31日) 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   3,018,648   3,018,648 

    資本剰余金   2,769,453   2,769,453 

    利益剰余金   14,062,358   14,264,217 

    自己株式   △5,672   △5,683 

    株主資本合計   19,844,787   20,046,635 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △637,696   △720,653 

    その他の包括利益累計額合計   △637,696   △720,653 

  少数株主持分   257,920   206,625 

  純資産合計   19,465,012   19,532,606 

負債純資産合計   22,741,701   22,623,892 
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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３四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高   12,304,274   11,726,148 

売上原価   9,518,577   9,452,507 

売上総利益   2,785,697   2,273,641 

販売費及び一般管理費         

  荷造運搬費   220,085   318,217 

  報酬及び給料手当   402,834   414,385 

  賞与引当金繰入額   17,222   10,315 

  退職給付費用   59,218   30,827 

  その他   562,678   603,905 

  販売費及び一般管理費合計   1,262,037   1,377,647 

営業利益   1,523,660   895,993 

営業外収益         

  受取利息   5,314   4,526 

  受取配当金   1,080   2,400 

  持分法による投資利益   132,833   103,071 

  受取賃貸料   38,649   38,049 

  助成金収入   41,236   7,741 

  その他   10,872   3,991 

  営業外収益合計   229,984   159,778 

営業外費用         

  支払利息   20   34 

  固定資産除却損   19,897   12,714 

  為替差損   65,973   14,722 

  賃貸収入原価   18,527   18,777 

  その他   4,537   11,045 

  営業外費用合計   108,955   57,292 

経常利益   1,644,688   998,480 

特別損失         

  投資有価証券評価損   －   3,010 

  退職給付制度改定損   －   290,733 

  特別損失合計   －   293,743 

税金等調整前四半期純利益   1,644,688   704,737 

法人税、住民税及び事業税   701,865   53,778 

法人税等調整額   △61,312   287,049 

法人税等合計   640,553   340,827 

少数株主損益調整前四半期純利益   1,004,135   363,910 

少数株主損失（△）   －   △43,188 

四半期純利益   1,004,135   407,097 
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:千円) 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   1,004,135   363,910 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   △57,472   △24,571 

  持分法適用による持分相当額   △68,999   △66,495 

  その他の包括利益合計   △126,471   △91,066 

四半期包括利益   877,664   272,844 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   877,664   324,140 

  少数株主に係る四半期包括利益   －   △51,296 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

       当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

       該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

       当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

       該当事項はありません。 
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