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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 63,725 4.1 6,818 63.0 6,926 66.7 3,788 ―

23年3月期第3四半期 61,202 ― 4,182 ― 4,155 ― 108 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,829百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △398百万円 （―％）

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 75.63 ―

23年3月期第3四半期 2.15 ―

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 95,164 66,291 64.7 1,228.85
23年3月期 89,122 64,216 66.8 1,188.74

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  61,554百万円 23年3月期  59,551百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ― 7.00 ―

24年3月期（予想） 7.00 14.00

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 86,000 6.6 9,000 63.6 9,200 64.7 5,000 434.2 99.81



(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およ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
に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。 

4.  その他

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   ：  有

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 54,021,824 株 23年3月期 54,021,824 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,930,743 株 23年3月期 3,925,636 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 50,094,694 株 23年3月期3Q 50,710,075 株
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１． 当四半期の連結業績等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 
  ①概況 

当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、主要な取引先であります
自動車業界におきまして、自動車生産台数は震災の影響による減産から回復してまいりましたが、前
年同期の水準までには至っておりません。 

一方、国内の設備投資や個人消費は回復基調にあり、震災により停滞していた経済活動に持ち直し
の兆しがみえてまいりました。また、新たに政府による新車購入支援策が打ち出されるなど、今後の
自動車市場の回復が期待されます。 

しかしながら、欧州の財政・金融の不安、ドル・ユーロに対する円高など、我が国経済への影響が
懸念される問題は払拭されず、先行きの不透明な状況が続いております。 
 こうしたなか、当社グループの業績は、売上高 637 億２千５百万円、前年同期比 25 億２千３百万
円の増収（4.1%増）、営業利益 68 億１千８百万円、前年同期比 26 億３千６百万円の増益（63.0％増）、
経常利益 69 億２千６百万円、前年同期比 27 億７千１百万円の増益（66.7%増）、四半期純利益 37 億
８千８百万円、前年同期比 36 億８千万円の増益となりました。 
 
②事業セグメント別の状況 
＜プレス関連製品事業＞ 
 自動車関連部門におきましては、国内自動車生産は、震災の影響による減産から回復し、挽回局面
となり増産が本格化しましたが、タイでの洪水の影響により回復傾向に鈍化がみられました。 
 一方で、新興国の旺盛な需要や、北米での受注・生産は引き続き堅調に推移したことから、プレス
関連製品事業全体での売上高は 376 億７千６百万円、前年同期比 19 億８千５百万円の増収（5.6％
増）、セグメント利益（営業利益）は、金型の減価償却方法の変更により償却費負担が軽減したこと
などから 58 億３千４百万円、前年同期比 27 億４百万円の増益（86.4％増）となりました。 
 
＜定温物流関連事業＞ 
 冷凍車部門におきましては、震災の影響により低水準であった冷凍車需要は徐々に改善の傾向がみ
られてまいりましたが、当期前半の需要の落ち込みの影響は大きく、受注台数は前年同期を下回り
ました。冷凍輸送部門におきましては、新規顧客の開拓などにより取扱高を伸ばしたものの、定温
物流関連事業全体での売上高は206億３千１百万円、前年同期比３億１千２百万円の減収（1.5％減）、
セグメント利益（営業利益）は、売上高が落ち込んだことから４億６千３百万円、前年同期比３億
円の減益（39.3％減）となりました。 
 
＜その他＞ 
 空調機器部門におきましては、空調設備向け産業用送風機、クリーンルーム用機器の受注が引き続
き堅調に推移し前年同期に比べ増加しました。また、電子機器部門におきましても、組込型タッチ
パネルの受注が前年同期に比べ増加したことなどから、その他の事業全体での売上高は 54 億１千７
百万円、前年同期比８億５千万円の増収（18.6％増）、セグメント利益（営業利益）は５億１千９百
万円、前年同期比２億３千１百万円の増益（80.2％増）となりました。 

 
（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 
   （資産の部） 

流動資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、棚卸資産が増加しましたが、有価証券が減
少したことから、568 億１千４百万円となりました。 

固定資産では、有形固定資産は、Topre America Corporation への追加設備投資、新規立上り車種
用金型への投資により建設仮勘定が増加いたしました。投資その他の資産は、投資有価証券の含み益
が減少したことから、固定資産合計は、383 億５千万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ 60 億４千２百
万円増加の 951 億６千４百万円となりました。 
（負債の部） 
流動負債は、支払手形及び買掛金が増加したことにから 244 億７千５百万円になりました。 
固定負債は、有価証券に係る評価差額の減少により繰延税金負債が減少したことにより、43 億９

千７百万円となりました。 
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この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ 39 億６千７百万円増加の 288 億７千２百万円とな
りました。 
（純資産の部） 
純資産は、保有する有価証券の評価額の含み益の縮小により、その他有価証券評価差額金が減少し、

また為替の影響により為替換算調整勘定のマイナス幅が拡大しましたが、利益剰余金が増加したこと
から、前連結会計年度末に比べ 20 億７千５百万円増加の 662 億９千 1百万円となりました。 

 
（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年３月期通期連結業績予想につきましては、平成 23 年 10 月 31 日公表の予想値から変更
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 

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 

会計方針の変更 
   当社及び国内連結子会社は、平成 10 年４月１日以降取得した建物（建物付属設備を除く）

以外の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は定率法を採用しておりますが、工
具、器具及び備品のうち金型について、第１四半期連結会計期間より従来の定率法から定額法
へ変更しております。 

   この変更は、近年、金型の投資額が年度によって大きく変動するようになってきたことによ
り、収益と費用の対応に乖離が生じるようになったため、金型代金相当額の回収に関わる取引
条件（一定期間内均等受取）に対応した費用配分を行うことにより、より適正な期間損益計算
の実現を図るものであります。 
 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税
金等調整前四半期純利益はそれぞれ 922 百万円増加しております。    

    
３． 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 10,154 14,466 

受取手形及び売掛金 16,713 20,620 

有価証券 10,504 6,822 

たな卸資産 6,178 7,281 

その他 7,260 7,623 

貸倒引当金 △1 △0 

流動資産合計 50,809 56,814 

固定資産   

有形固定資産 24,354 25,601 

無形固定資産 427 417 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,040 10,942 

その他 1,547 1,446 

貸倒引当金 △58 △58 

投資その他の資産合計 13,530 12,330 

固定資産合計 38,312 38,350 

資産合計 89,122 95,164 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,197 17,268 

短期借入金 30 － 

1年内返済予定の長期借入金 627 625 

未払法人税等 1,061 1,940 

賞与引当金 1,089 371 

役員賞与引当金 78 57 

製品保証引当金 218 213 

資産除去債務 － 53 

その他 2,960 3,945 

流動負債合計 19,263 24,475 

固定負債   

長期借入金 2,073 1,757 

長期未払金 925 859 

ＰＣＢ処理引当金 38 38 

資産除去債務 53 － 

その他 2,551 1,742 

固定負債合計 5,642 4,397 

負債合計 24,905 28,872 
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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 5,610 5,610 

資本剰余金 4,840 4,840 

利益剰余金 51,878 54,966 

自己株式 △2,459 △2,463 

株主資本合計 59,869 62,954 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,550 835 

為替換算調整勘定 △1,869 △2,235 

その他の包括利益累計額合計 △318 △1,399 

少数株主持分 4,665 4,737 

純資産合計 64,216 66,291 

負債純資産合計 89,122 95,164 
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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：百万円）

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 61,202 63,725 

売上原価 50,879 50,673 

売上総利益 10,322 13,052 

販売費及び一般管理費 6,140 6,234 

営業利益 4,182 6,818 

営業外収益   

受取利息 108 85 

受取配当金 137 175 

固定資産賃貸料 79 75 

保険配当金 63 61 

その他 160 104 

営業外収益合計 550 502 

営業外費用   

支払利息 16 18 

固定資産賃貸費用 14 13 

為替差損 510 294 

その他 37 67 

営業外費用合計 578 394 

経常利益 4,155 6,926 

特別利益   

固定資産売却益 11 18 

投資有価証券売却益 8 － 

貸倒引当金戻入益 12 － 

その他 3 － 

特別利益合計 36 18 

特別損失   

固定資産除却損 29 24 

減損損失 0 0 

投資有価証券評価損 250 44 

ゴルフ会員権評価損 － 49 

ＰＣＢ処理引当金繰入額 4 － 

和解金 110 － 

その他 25 － 

特別損失合計 420 119 

税金等調整前四半期純利益 3,770 6,825 

法人税、住民税及び事業税 1,118 2,886 

過年度法人税等 2,097 － 

法人税等調整額 298 19 

法人税等合計 3,514 2,906 

少数株主損益調整前四半期純利益 255 3,918 

少数株主利益 146 130 

四半期純利益 108 3,788 
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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：百万円）

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 255 3,918 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △271 △722 

為替換算調整勘定 △382 △366 

その他の包括利益合計 △653 △1,089 

四半期包括利益 △398 2,829 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △544 2,707 

少数株主に係る四半期包括利益 146 122 
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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。 

  

 【セグメント情報】 

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 

 
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器、電子機器、表面処理事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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 

 
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器、電子機器、表面処理事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

３．会計方針の変更 

「会計方針の変更等」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より減価償却方法を変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、セグメント利益は「プレス関連製品事業」で909百万円、

「定温物流関連事業」で5百万円、「その他」で8百万円それぞれ利益が増加しております。 

  

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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計 調整額

四半期連結 
損益計算書 
計上額
(注2)

プレス関連
製品事業

定温物流
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 35,69120,94356,6344,56761,202 － 61,202

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

174 4 179 419 598 △598 －

計 35,86520,94856,8134,98661,800△598 61,202

セグメント利益 3,130 763 3,894 288 4,182 － 4,182

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注1)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注2)

プレス関連
製品事業

定温物流
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 37,67620,63158,3075,41763,725 ― 63,725

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

162 14 176 367 543 △543 ─

計 37,83820,64558,4845,78564,269△543 63,725

セグメント利益 5,834 463 6,298 519 6,818 ― 6,818

（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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