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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） 

 

(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3四半期 6,674 8.8 643 3.3 576 25.9 1,003 167.3
23年3月期第3四半期 6,133 36.6 623 ― 457 ― 375 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 939百万円 （198.5％） 23年3月期第3四半期 314百万円 （―％）

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 107.08 ―
23年3月期第3四半期 40.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 10,293 3,172 28.4 311.88
23年3月期 9,380 2,271 21.7 217.11
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,924百万円 23年3月期  2,035百万円

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 8,200 2.0 580 2.5 510 28.8 980 208.2 104.51



(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  
(注) 詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注記事項等については、２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3Q 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 624,361 株 23年3月期 623,875 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,376,044 株 23年3月期3Q 9,376,694 株
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（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わが国経済は、東日本大震災からのサプライチェーンの復旧に伴う生産の持

ち直し等により、一時的に景気浮揚の動きが見られたものの、円高の長期化、タイ洪水の影響や、欧州の財政金融

問題を背景とした海外景気の減速懸念等により、依然として先行き不透明な状況下で推移いたしました。 

 このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績は、ガス機器部門の売上高が大きく伸長したことによ

り、売上高は66億７千４百万円（前年同期比8.8％増加）となりました。 

 損益面につきましては、為替差損等の影響があったものの、売上高の増加に伴い、営業利益は６億４千３百万円

（同3.3％増加）、経常利益は５億７千６百万円（同25.9％増加）となりました。また、当社所有土地の一部を道路

用地として平成23年４月に譲渡し固定資産売却益４億７千４百万円を特別利益として計上したことにより、四半期

純利益は10億３百万円（同167.3％増加）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 自動車機器事業は自動車用気化器の販売が前年並みの水準で推移し、売上高は８億７千７百万円（同0.3％増

加）、セグメント利益は７千８百万円（同6.9％減少）となりました。 

 ガス機器事業は韓国向け燃料噴射システム機器の販売増加や東南アジア市場向け燃料噴射システム機器の拡販に

より売上高は30億４千９百万円（同37.4％増加）、セグメント利益は３億２千１百万円（同449.8％増加）となりま

した。 

 汎用機器事業は 終製品の主要マーケットである米国市場の低迷及び為替の影響により売上高は36億７百万円

（同8.0％減少）、セグメント損失は１億４千８百万円（前年同期は１千７百万円の利益）となりました。 

 不動産賃貸事業は売上高３億８千８百万円（同2.2％増加）、セグメント利益は３億２千万円（同1.1％増加）と

なりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部）  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、102億９千３百万円と前連結会計年度末と比べて９億１千

３百万円増加しました。主な増減項目は、現金及び預金の増加（９億４千９百万円）であります。 

（負債の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、71億２千１百万円と前連結会計年度末と比べて１千２百万

円増加しました。主な増減項目は、短期借入金の増加（１億９千６百万円）、長期借入金の減少（１億８千６百万

円）であります。 

（純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、31億７千２百万円と前連結会計年度末と比べて９億円増

加しました。主な増減項目は、利益剰余金の増加（９億７千２百万円）であります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年10月27日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、通期の連結業績予想につき

ましては、為替動向・海外経済の下振れ懸念等による影響により、景気の先行き不透明感が一段と高まっているこ

とから、現時点においては、前回予想を据え置いております。また、期末の配当予想につきましても変更はござい

ません。  

   

（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 

  税金費用につきましては、当第３四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。   

   

（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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：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 1,358,227 2,307,760

受取手形及び売掛金 1,667,116 1,765,932

商品及び製品 384,659 307,245

仕掛品 837,928 928,601

原材料及び貯蔵品 35,423 30,560

その他 61,671 360,732

貸倒引当金 △6,131 △7,795

流動資産合計 4,338,894 5,693,037

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,042,354 1,949,662

機械装置及び運搬具（純額） 1,161,595 990,709

その他（純額） 766,498 639,255

有形固定資産合計 3,970,448 3,579,627

無形固定資産 96,843 75,422

投資その他の資産   

投資有価証券 964,500 934,548

その他 9,571 10,888

投資その他の資産合計 974,071 945,437

固定資産合計 5,041,363 4,600,487

資産合計 9,380,257 10,293,525

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,043,976 1,082,533

短期借入金 1,543,282 1,739,580

未払法人税等 13,565 14,398

賞与引当金 121,850 65,629

その他 618,412 826,310

流動負債合計 3,341,087 3,728,451

固定負債   

長期借入金 816,440 630,180

退職給付引当金 1,573,449 1,537,955

役員退職慰労引当金 96,265 96,393

環境対策引当金 7,352 7,352

その他 1,273,798 1,120,758

固定負債合計 3,767,305 3,392,639

負債合計 7,108,393 7,121,091
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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 500,000 500,000

資本剰余金 49,674 49,674

利益剰余金 1,591,244 2,564,146

自己株式 △295,424 △295,523

株主資本合計 1,845,495 2,818,298

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 323,032 258,940

為替換算調整勘定 △132,871 △153,162

その他の包括利益累計額合計 190,161 105,778

少数株主持分 236,206 248,357

純資産合計 2,271,864 3,172,434

負債純資産合計 9,380,257 10,293,525
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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 6,133,889 6,674,977

売上原価 4,698,442 5,118,021

売上総利益 1,435,447 1,556,956

販売費及び一般管理費 811,826 912,994

営業利益 623,621 643,961

営業外収益   

受取利息 918 1,655

受取配当金 24,163 28,093

その他 12,966 15,533

営業外収益合計 38,047 45,281

営業外費用   

支払利息 67,836 59,536

為替差損 127,403 49,651

その他 8,539 3,479

営業外費用合計 203,779 112,667

経常利益 457,889 576,575

特別利益   

固定資産売却益 1,014 474,115

その他 － 46,271

特別利益合計 1,014 520,386

特別損失   

固定資産除売却損 2,364 2,352

投資有価証券評価損 － 57,517

特別損失合計 2,364 59,869

税金等調整前四半期純利益 456,539 1,037,092

法人税等 20,230 9,268

少数株主損益調整前四半期純利益 436,309 1,027,824

少数株主利益 60,703 23,859

四半期純利益 375,605 1,003,964
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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 436,309 1,027,824

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59,996 △64,092

為替換算調整勘定 △61,682 △24,557

その他の包括利益合計 △121,678 △88,649

四半期包括利益 314,630 939,174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 268,816 919,581

少数株主に係る四半期包括利益 45,814 19,593
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 該当事項はありません。  

Ⅰ 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） 

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：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、全て連結会

社間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

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 

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識は

ありません。 

  

Ⅱ 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） 

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：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、主に連結会

社間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

２．セグメント利益（又は損失△）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 

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識は

ありません。 

 該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
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  875,391  2,219,505  3,920,872  380,223  7,395,992  △1,262,102  6,133,889

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  875,391  2,219,505  3,920,872  380,223  7,395,992  △1,262,102  6,133,889

セグメント利益  83,979  58,554  17,315  317,228  477,077  146,544  623,621

△1,262,102 146,544

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
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  877,995  3,049,525  3,607,536  388,694  7,923,751  △1,248,773  6,674,977

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  877,995  3,049,525  3,607,536  388,694  7,923,751  △1,248,773  6,674,977

セグメント利益（又は

損失△） 
 78,209  321,945  △148,306  320,722  572,570  71,391  643,961

△1,248,773 71,391

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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