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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 59,497 △7.9 1,859 △46.4 1,826 △45.5 1,471 △45.1

23年3月期第3四半期 64,661 30.1 3,475 399.9 3,354 422.3 2,681 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 780百万円 （△60.2％） 23年3月期第3四半期 1,964百万円 （―％）

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 89.80 ―

23年3月期第3四半期 160.08 ―

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 53,585 18,134 32.5
23年3月期 50,988 17,520 32.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  17,437百万円 23年3月期  16,800百万円

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 ― 3.75 ― 4.50 8.25
24年3月期 ― 4.50 ―

24年3月期（予想） 4.50 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  ：  有  
 

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 83,000 △2.8 2,500 △35.7 2,400 △36.6 1,900 △34.7 115.96



(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P.2「２. サマリー情報（その他）に関する事項 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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記
の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2「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」をご覧ください。 

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   ：  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 19,410,000 株 23年3月期 19,410,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,027,296 株 23年3月期 3,027,974 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,383,962 株 23年3月期3Q 16,748,846 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の世界経済は、欧州債務危機等による金融市場の混乱から、消費や投資活動に慎重な

姿勢が続き、新興国でも、先進国向け輸出の低迷や金利引き上げ等の影響で、成長率が鈍化しました。 

日本経済は、東日本大震災による落ち込みから回復傾向にありましたが、海外の景気停滞に伴う外需の伸び悩み

や円高、タイの洪水によるサプライチェーンの混乱などにより、秋以降は回復の動きが鈍化しました。  

このような状況の中で、当第３四半期連結累計期間における売上高は、得意先の大幅な減産、円高による為替換

算差影響等により、前年同期比7.9％減の59,497百万円となりました。損益面では、減収影響により営業利益は前

年同期比46.4％減の1,859百万円、経常利益は、前年同期比45.5％減の1,826百万円、四半期純利益は前年同期比

45.1％減の1,471百万円となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、53,585百万円となり、前連結会計年度に比べ2,596百万円増

加しました。これは受取手形及び売掛金の増加2,436百万円が主な要因であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、35,450百万円となり、前連結会計年度に比べ1,982百万円増

加しました。これは長短借入金の増加1,526百万円、支払手形及び買掛金の増加727百万円、賞与引当金の減少437

百万円が主な要因であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、18,134百万円となり、前連結会計年度に比べ613百万円増

加しました。これは利益剰余金の増加1,323百万円、為替換算調整勘定の減少605百万円が主な要因であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年10月31日に発表した平成24年３月期の連結業績につきましては、次のとおり修正しております。詳細

は、本日別途発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

通期連結業績予想の修正  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、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。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：百万円）

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

前回予想（Ａ)   84,000  3,000  3,000  2,800 

今回修正（Ｂ）      83,000 2,500 2,400     1,900 

増減額（Ｂ－Ａ）      △1,000       △500 △600      △900 

増減率  △1.1%    △16.6%  △20.0%   △32.1% 

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 5,860,299 5,604,066

受取手形及び売掛金 12,494,168 14,930,893

製品 1,122,870 1,184,153

原材料 4,518,291 4,838,164

仕掛品 1,099,280 924,393

貯蔵品 1,335,927 1,561,924

繰延税金資産 597,560 632,868

その他 1,875,253 1,996,209

貸倒引当金 △3,150 △3,150

流動資産合計 28,900,500 31,669,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,678,123 6,611,789

機械装置及び運搬具（純額） 6,032,065 5,492,887

工具、器具及び備品（純額） 1,636,189 1,260,605

土地 4,354,078 4,281,293

その他（純額） 890,552 1,962,018

有形固定資産合計 19,591,010 19,608,594

無形固定資産   

その他 313,549 306,557

無形固定資産合計 313,549 306,557

投資その他の資産   

投資有価証券 1,543,080 1,417,407

繰延税金資産 12,163 10,369

その他 642,651 587,337

貸倒引当金 △14,160 △14,160

投資その他の資産合計 2,183,734 2,000,954

固定資産合計 22,088,294 21,916,106

資産合計 50,988,794 53,585,629



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,445,395 13,172,921

短期借入金 7,032,266 8,103,637

未払法人税等 212,429 372,030

繰延税金負債 110,405 103,847

賞与引当金 886,886 448,948

役員賞与引当金 75,000 56,250

製品保証引当金 573,065 425,004

その他 4,118,601 4,515,046

流動負債合計 25,454,048 27,197,687

固定負債   

長期借入金 3,830,944 4,286,029

繰延税金負債 551,834 464,951

退職給付引当金 2,814,803 2,846,418

役員退職慰労引当金 503,206 419,464

その他 313,251 236,421

固定負債合計 8,014,040 8,253,285

負債合計 33,468,089 35,450,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 16,407,803 17,731,390

自己株式 △2,062,383 △2,063,824

株主資本合計 20,735,982 22,058,129

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 349,747 270,013

為替換算調整勘定 △4,285,670 △4,890,837

その他の包括利益累計額合計 △3,935,923 △4,620,824

少数株主持分 720,645 697,351

純資産合計 17,520,705 18,134,656

負債純資産合計 50,988,794 53,585,629



（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 64,661,949 59,497,900

売上原価 57,483,168 53,633,111

売上総利益 7,178,780 5,864,789

販売費及び一般管理費 3,702,873 4,004,910

営業利益 3,475,907 1,859,878

営業外収益   

受取利息 22,129 56,935

受取配当金 31,818 30,478

投資不動産賃貸料 49,042 49,042

持分法による投資利益 28,489 18,000

助成金収入 － 81,406

雑収入 177,317 186,245

営業外収益合計 308,796 422,109

営業外費用   

支払利息 191,957 178,573

為替差損 134,810 89,797

雑損失 103,899 187,302

営業外費用合計 430,668 455,674

経常利益 3,354,036 1,826,313

特別利益   

固定資産売却益 － 3,282

貸倒引当金戻入額 2,640 －

特別利益合計 2,640 3,282

特別損失   

割増退職金 － 10,966

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,243 －

その他 4,779 －

特別損失合計 18,022 10,966

税金等調整前四半期純利益 3,338,653 1,818,629

法人税等 561,073 342,931

少数株主損益調整前四半期純利益 2,777,579 1,475,698

少数株主利益 96,260 4,261

四半期純利益 2,681,319 1,471,436



（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 2,777,579 1,475,698

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,434 △79,784

為替換算調整勘定 △800,869 △615,172

その他の包括利益合計 △813,304 △694,956

四半期包括利益 1,964,275 780,741

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,841,593 786,535

少数株主に係る四半期包括利益 122,681 △5,794



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 

（注）「その他」はタイ・インドネシアであります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

     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）「その他」はタイ・インドネシアであります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高 34,886,699 20,339,039 8,660,358  63,886,097  775,851 64,661,949

セグメント間の内部売上高
又は振替高 4,153,485 30,815 943,509  5,127,809  3,871,304 8,999,114

計 39,040,184 20,369,854 9,603,868  69,013,907  4,647,156 73,661,064

セグメント利益 1,467,713 291,796 1,427,743  3,187,253  245,318 3,432,572

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  3,187,253

「その他」の区分の利益  245,318

セグメント間取引消去  △4,520

その他の調整  47,856

四半期連結損益計算書の営業利益  3,475,907

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高 32,841,633 17,426,934 8,615,864  58,884,432  613,468 59,497,900

セグメント間の内部売上高
又は振替高 5,330,215 6,677 594,510  5,931,403  4,151,814 10,083,217

計 38,171,848 17,433,611 9,210,375  64,815,836  4,765,282 69,581,118

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
1,309,707 △914,009 1,015,392  1,411,091  413,872 1,824,964



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

    該当事項はありません。   

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  1,411,091

「その他」の区分の利益  413,872

セグメント間取引消去  8,949

その他の調整  25,965

四半期連結損益計算書の営業利益  1,859,878

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



部門別売上高情報 

（単位：千円）

  

４．補足情報

  

前第３四半期 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日)

当第３四半期 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日) 

増減金額 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

増減率

（％） 

自動車部品

事業 

安全部品 
ハンドル  10,880,482  16.8  10,173,485  17.0  △706,996  △6.4

エアバッグ  27,775,588  42.9  26,479,826  44.5  △1,295,762  △4.6

小計  38,656,070  59.7  36,653,311  61.6  △2,002,758  △5.1

樹脂部品  25,960,779  40.1  22,799,638  38.3  △3,161,140  △12.1

計  64,616,849  99.9  59,452,950  99.9  △5,163,899  △7.9

その他事業  45,099  0.0  44,950  0.0  △149  △0.3

合計  64,661,949  100.0  59,497,900  100.0  △5,164,048  △7.9
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