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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 697,518 0.4 19,831 △32.0 19,629 △31.2 5,275 △66.8

23年3月期第3四半期 694,593 27.4 29,159 ― 28,513 ― 15,871 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △8,757百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 3,922百万円 （―％）

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 15.43 ―

23年3月期第3四半期 47.21 ―

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 871,551 318,632 34.6
23年3月期 842,220 336,086 37.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  301,494百万円 23年3月期  318,351百万円

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 ― 9.00 16.00
24年3月期 ― 7.00 ―

24年3月期（予想） 9.00 16.00

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 1,050,000 9.9 40,000 0.2 38,000 △5.6 15,000 △25.2 43.87



(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、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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「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」をご参照ください。 

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 342,186,307 株 23年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 289,554 株 23年3月期 272,502 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 341,897,530 株 23年3月期3Q 336,219,329 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による景気の落ち込みから回復基調に

ありましたが、歴史的な円高水準の長期化により景気の先行きは不透明なまま推移しました。 

 海外におきましては、欧州債務危機による金融市場の動揺、米国での失業率の高止まり、タイの大規模

洪水によるサプライチェーンの混乱や中国での金融引き締め等の影響により、景気の減速感が強まりまし

た。 

 このような状況の中で、当社グループの平成24年３月期第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高

は6,975億18百万円と前年同期に比べ29億25百万円、率にして0.4％の増収となりました。 

 セグメント別に見ますと、「機械器具部品」におきましては、自動車メーカーの生産は震災の影響から

順調に回復し、増産にも対応してまいりましたが、タイの大規模洪水の影響のため、タイのみならず、日

本国内においても大幅な減産となり、前年同期と比較しますと、ステアリング、駆動系部品の販売は減少

しました。ベアリングは欧州、アジアを中心に自動車向け、産業機械向けの販売が増加しましたが、ステ

アリング、駆動系部品の減収分を補うには至らず、売上高は5,961億13百万円となり、前年同期に比べ109

億25百万円、率にして1.8％の減収となりました。 

 一方、「工作機械」におきましては、国内外ともに需要が増加したことにより、売上高は前年同期に比

べ138億50百万円、率にして15.8％増収の1,014億４百万円となりました。 

 営業利益につきましては、「工作機械」において売上高の増加により増益となったものの、「機械器具

部品」においてタイの大規模洪水の影響等により減益となったことで、198億31百万円と前年同期に比べ

93億27百万円の減益となりました。経常利益につきましては196億29百万円となりました。また、四半期

純利益につきましては52億75百万円となりました。 

  

当第３四半期における総資産は、売上高が増加したことによる売上債権の増加等により、8,715億51百

万円と前期末に比べ293億31百万円の増加となりました。負債につきましては、有利子負債の増加等によ

り、前期末に比べ467億85百万円増加の5,529億18百万円となりました。また純資産は、前期末に比べ174

億53百万円減少の3,186億32百万円となりました。 

  

平成24年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年10月28日に公表いたしました数値から変

更しております。詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

願います。 

  

  

  

  

  

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

(２)連結財政状態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
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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等
(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 68,679 56,848

受取手形及び売掛金 169,597 182,827

有価証券 49,032 70,032

たな卸資産 130,998 144,250

その他 44,555 47,204

貸倒引当金 △982 △803

流動資産合計 461,880 500,360

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 134,773 127,375

その他（純額） 155,553 161,671

有形固定資産合計 290,326 289,046

無形固定資産 8,412 7,542

投資その他の資産 81,600 74,601

固定資産合計 380,339 371,191

資産合計 842,220 871,551

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 152,164 186,010

短期借入金 63,692 81,407

1年内返済予定の長期借入金 18,478 22,093

未払法人税等 5,522 3,479

役員賞与引当金 459 296

製品保証引当金 10,240 8,721

その他 62,625 59,949

流動負債合計 313,183 361,959

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 83,923 83,568

退職給付引当金 57,333 58,114

役員退職慰労引当金 3,283 2,711

環境対策引当金 778 737

負ののれん 2,059 1,362

その他 5,572 4,465

固定負債合計 192,949 190,959

負債合計 506,133 552,918
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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 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 195,035 192,774

自己株式 △381 △382

株主資本合計 348,483 346,220

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,356 6,569

為替換算調整勘定 △39,488 △51,295

その他の包括利益累計額合計 △30,132 △44,726

少数株主持分 17,735 17,138

純資産合計 336,086 318,632

負債純資産合計 842,220 871,551
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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 694,593 697,518

売上原価 590,474 598,181

売上総利益 104,118 99,336

販売費及び一般管理費 74,959 79,504

営業利益 29,159 19,831

営業外収益

受取利息 419 522

受取配当金 521 655

持分法による投資利益 1,583 1,359

製品保証引当金戻入額 － 992

その他 2,770 3,131

営業外収益合計 5,294 6,660

営業外費用

支払利息 2,178 2,277

為替差損 2,213 2,153

その他 1,547 2,433

営業外費用合計 5,939 6,863

経常利益 28,513 19,629

特別利益

固定資産売却益 1,307 119

負ののれん発生益 － 168

その他 － 4

特別利益合計 1,307 292

特別損失

固定資産除却損 1,076 664

減損損失 926 557

災害による損失 － 3,298

製品保証引当金繰入額 115 29

環境対策引当金繰入額 756 －

反ダンピング税過年度精算額 455 460

事業構造改善費用 658 －

その他 258 574

特別損失合計 4,247 5,585

税金等調整前四半期純利益 25,573 14,335

法人税等 7,675 7,946

少数株主損益調整前四半期純利益 17,898 6,389

少数株主利益 2,026 1,113

四半期純利益 15,871 5,275
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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 17,898 6,389

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,084 △2,800

為替換算調整勘定 △11,131 △11,447

持分法適用会社に対する持分相当額 △759 △898

その他の包括利益合計 △13,975 △15,146

四半期包括利益 3,922 △8,757

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,447 △9,318

少数株主に係る四半期包括利益 1,474 561
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 該当事項はありません。 

  

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 百万円)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 
  

(３)継続企業の前提に関する注記

(４)セグメント情報

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 607,039 87,553 694,593

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 130 6,297 6,428

計 607,170 93,851 701,021

セグメント利益 25,857 3,057 28,914

利 益 金 額

報告セグメント計 28,914

セグメント間取引消去 244

四半期連結損益計算書の営業利益 29,159
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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) 

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 百万円)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 
  

  

 該当事項はありません。 

  

当社及び当社の一部の子会社は、ベアリングの取引に関して、平成23年７月26日に日本の公正取引委員

会、平成23年11月８日(現地時間)に欧州の欧州委員会により、独占禁止法違反及びＥＵ競争法違反の疑い

があるとして、立入検査を受けました。なお、調査は継続中であり、当社グループの経営成績及び財政状

態への影響の有無を予測することは困難であります。 

  

  

  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 596,113 101,404 697,518

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 326 12,371 12,697

計 596,440 113,776 710,216

セグメント利益 12,102 8,199 20,301

利 益 金 額

報告セグメント計 20,301

セグメント間取引消去 △470

四半期連結損益計算書の営業利益 19,831

(５)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

(１)公正取引委員会及び欧州委員会による立入検査について
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