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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 67,635 △6.1 3,469 △34.2 3,393 △32.9 1,950 △46.4

23年3月期第3四半期 72,067 21.4 5,274 221.4 5,056 271.3 3,638 285.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,160百万円 （△46.5％） 23年3月期第3四半期 4,040百万円 （―％）

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 36.77 ―

23年3月期第3四半期 68.57 ―

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 56,668 17,037 24.4
23年3月期 55,066 14,896 22.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,818百万円 23年3月期  12,162百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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 89,000 △3.0 4,500 △17.6 4,800 △10.1 2,400 △27.9 45.23



(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２
ページ「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 53,171,286 株 23年3月期 53,171,286 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 115,487 株 23年3月期 114,816 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 53,056,293 株 23年3月期3Q 53,059,562 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、東日本大震災により停滞した経済活動に回復の兆しが見られ

たものの、期間後半における急速な円高の進行などの影響により先行き不透明な状況となりました。 

 海外におきましては、米国経済の停滞や欧州での財政不安の深刻化など景気下振れ懸念が高まりましたが、中国

やインド等の新興国において経済成長が持続したことから、全体としては緩やかな回復に向かいました。  

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、震災の影響による調達・供給網の問題は解消され、自動車

生産及び販売は回復しました。 

 一方、海外の新車販売台数につきましては、米国・中国・インド等で前年同期に比べ増加しました。 

 このような経営環境下で当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は676億３千５百万円（前

年同期比6.1％減）となりました。 

 損益につきましては、売上高が減少したこと等により、営業利益は34億６千９百万円（前年同期比34.2％減）と

なりました。経常利益は、持分法による投資利益が１億１千２百万円あったものの、支払利息が２億２千２百万円

及び為替差損が２億５千２百万円発生したこと等により、33億９千３百万円（前年同期比32.9％減）となり、四半

期純利益は19億５千万円（前年同期比46.4％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べて16億１百万円（2.9％）増加し、566億６千８百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が19億５千９百万円（22.4％）、投資有価証券が４億９千２百万円（25.3％）減少

したものの、受取手形及び売掛金が38億６千７百万円（24.5％）増加したこと等によるものであります。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて５億３千９百万円（1.3％）減少し、396億３千万円となりまし

た。これは、主に支払手形及び買掛金が９億７千万円（7.7％）、短期借入金が４億９千３百万円（5.7％）増加し

たものの、未払法人税等が４億１千８百万円（63.6％）、長期借入金が11億２千８百万円（12.1％）減少したこと

等によるものであります。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて21億４千万円（14.4％）増加し、170億３千７百万円となり

ました。これは、主に利益剰余金が19億３千８百万円（105.2％）、少数株主持分が４億８千４百万円（17.7％）

増加したこと等によるものであります。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年６月23日に公表しました「業績予想に関するお知ら

せ」における業績予想から変更はありません。 

   

（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 

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。 

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（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 8,759 6,799

受取手形及び売掛金 15,805 19,672

有価証券 381 506

たな卸資産 5,148 5,354

繰延税金資産 484 259

その他 961 1,691

貸倒引当金 △113 △75

流動資産合計 31,426 34,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,225 5,896

機械装置及び運搬具（純額） 7,429 6,943

土地 5,243 5,227

建設仮勘定 612 996

その他（純額） 984 882

有形固定資産合計 20,495 19,945

無形固定資産   

のれん 13 8

その他 813 767

無形固定資産合計 827 776

投資その他の資産   

投資有価証券 1,945 1,453

長期貸付金 25 22

繰延税金資産 56 54

その他 289 207

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,317 1,737

固定資産合計 23,639 22,459

資産合計 55,066 56,668



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,544 13,515

短期借入金 8,640 9,134

未払法人税等 658 240

製品保証引当金 495 394

未払費用 3,811 3,497

その他 2,286 2,283

流動負債合計 28,437 29,064

固定負債   

長期借入金 9,343 8,215

繰延税金負債 271 297

退職給付引当金 1,165 1,350

役員退職慰労引当金 136 129

損害賠償損失引当金 216 209

環境対策引当金 56 46

その他 541 317

固定負債合計 11,731 10,566

負債合計 40,169 39,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 1,842 3,780

自己株式 △33 △33

株主資本合計 12,585 14,524

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △423 △705

その他の包括利益累計額合計 △423 △705

少数株主持分 2,734 3,218

純資産合計 14,896 17,037

負債純資産合計 55,066 56,668



（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 72,067 67,635

売上原価 59,829 57,110

売上総利益 12,237 10,524

販売費及び一般管理費 6,963 7,054

営業利益 5,274 3,469

営業外収益   

受取利息 22 42

受取配当金 0 1

持分法による投資利益 205 112

その他 286 295

営業外収益合計 515 452

営業外費用   

支払利息 313 222

為替差損 311 252

その他 108 54

営業外費用合計 734 528

経常利益 5,056 3,393

特別利益   

固定資産売却益 － 29

製品保証引当金戻入額 － 27

特別利益合計 － 56

特別損失   

固定資産除却損 45 43

システム移行費用 － 126

災害による損失 － 214

環境対策引当金繰入額 47 －

特別損失合計 92 384

税金等調整前四半期純利益 4,963 3,065

法人税、住民税及び事業税 516 327

法人税等調整額 △25 261

法人税等合計 491 589

少数株主損益調整前四半期純利益 4,472 2,476

少数株主利益 833 525

四半期純利益 3,638 1,950



（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 4,472 2,476

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △373 △279

持分法適用会社に対する持分相当額 △59 △36

その他の包括利益合計 △432 △316

四半期包括利益 4,040 2,160

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,354 1,725

少数株主に係る四半期包括利益 686 434



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の金額に関する情報  

                                              （単位:百万円）

(注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。 

  

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  

 該当事項はありません。  

  

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の金額に関する情報 

                                              （単位:百万円）

(注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。  

  

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  

 該当事項はありません。 

  

   

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

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  33,684  27,297 11,085 72,067 － 72,067

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   33,684 27,297 11,085 72,067 － 72,067

 セグメント利益  2,626    1,785 862 5,274 －  5,274

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  33,783  23,280 10,571 67,635 － 67,635

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   33,783 23,280 10,571 67,635 － 67,635

 セグメント利益  2,284    735 449 3,469 － 3,469

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



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） 

                                             （単位:百万円）

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） 

                                             （単位:百万円）

  

  

  

４．補足情報

所在地別セグメント情報

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 調整額 連結 

売上高       

 外部顧客への  

 売上高 
 43,621  8,065    12,639  5,147  2,592  72,067 －  72,067

 セグメント間の 

 内部売上高又は  

 振替高 

 3,417  19  6  －  0  3,444  △3,444   －

計  47,039  8,085  12,645  5,147  2,592  75,511  △3,444  72,067

営業利益  2,290  457  1,225  982 318  5,275  △1  5,274

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     北米……………米国 

     ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ 

     中国……………中国 

     その他の地域…インドネシア、タイ   

  

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 調整額 連結 

売上高       

 外部顧客への  

 売上高 
 39,542  7,752    12,522  4,539  3,277  67,635 －  67,635

 セグメント間の 

 内部売上高又は  

 振替高 

 3,556  20  228  4  133  3,943  △3,943   －

計  43,098  7,773  12,751  4,543  3,411  71,578  △3,943  67,635

営業利益  1,140  528  831  641 331  3,472  △2  3,469

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     北米……………米国  

          ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ、ドイツ  

        中国……………中国 

     その他の地域…インドネシア、タイ、ブラジル  
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