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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 10,411 △6.7 518 △22.5 415 △24.5 300 △7.8
23年3月期第3四半期 11,161 18.9 668 204.6 549 158.2 325 33.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 204百万円 （△8.1％） 23年3月期第3四半期 222百万円 （―％）

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 26.36 ―
23年3月期第3四半期 28.58 ―

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 15,610 8,628 55.2
23年3月期 14,161 8,493 60.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,613百万円 23年3月期  8,493百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ― 3.00 ―
24年3月期（予想） 3.00 6.00

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 13,700 △7.1 580 △34.9 460 △41.3 340 32.2 29.84

http://www.owariseiki.co.jp/


(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  

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料における業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる結果となる可能性があります。 

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 11,659,500 株 23年3月期 11,659,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 269,292 株 23年3月期 264,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,392,461 株 23年3月期3Q 11,398,547 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災での復興需要が見られるものの、欧州の一

部の国での債務不安や急激な円高など不安材料は解消されず、依然として経営環境は厳しい状況で推移

いたしております。 

このような経済情勢のなかで、当社の主要なお客様であります自動車業界の国内生産台数は、前年同

四半期に比べ減少しました。 

こうした状況のもと当社は、新規取引先への拡販と、競争力の高い高品質の製品づくりに努めました

が、売上高は、10,411百万円と前年同四半期に比べ750百万円(△6.7％)の減収となりました。 

この売上高の減少により、営業利益は518百万円と前年同四半期に比べ150百万円(△22.5％)の減益、

経常利益も415百万円と前年同四半期に比べ134百万円(△24.5％)の減益となりました。  

また、四半期純利益も300百万円と前年同四半期に比べ25百万円(△7.8％)の減益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が増加したことにより、15,610百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ1,449百万円増加しました。  

負債については、長期借入金が増加したことにより、6,982百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,314百万円増加しました。 

純資産については134百万円増加し、8,628百万円となりました。 

  

業績の見通しにつきましては、自動車生産が想定を上回るペースで推移したことにより、売上高の増

加が見込まれることから、通期の連結業績予想を、売上高13,700百万円、営業利益580百万円、経常利

益460百万円、当期純利益340百万円に修正いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

連結子会社は当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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り実効税率を乗じて計算しております。 

  

  

  

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

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
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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 4,635,285 5,973,401

受取手形及び売掛金 2,495,265 2,814,861

商品及び製品 757,813 786,526

仕掛品 449,514 470,748

原材料及び貯蔵品 810,120 872,869

繰延税金資産 10,238 11,067

その他 133,127 109,821

貸倒引当金 △124 △130

流動資産合計 9,291,240 11,039,165

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,183,304 1,115,972

機械装置及び運搬具（純額） 1,406,760 1,161,400

土地 729,119 726,236

リース資産（純額） 42,235 130,043

その他（純額） 60,173 48,394

有形固定資産合計 3,421,593 3,182,048

無形固定資産 11,297 24,379

投資その他の資産

投資有価証券 584,024 512,671

繰延税金資産 19,582 22,890

前払年金費用 651,680 677,772

その他 191,145 160,931

貸倒引当金 △9,550 △9,550

投資その他の資産合計 1,436,882 1,364,716

固定資産合計 4,869,772 4,571,144

資産合計 14,161,013 15,610,309
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,709,592 2,660,676

1年内返済予定の長期借入金 602,800 891,628

リース債務 23,423 22,423

未払法人税等 251,549 119,626

賞与引当金 239,280 127,676

役員賞与引当金 19,300 12,300

製品保証引当金 10,900 22,200

未払消費税等 38,828 61,609

未払金 34,621 27,074

未払費用 370,176 428,471

設備関係支払手形 － 11,042

その他 22,439 77,139

流動負債合計 4,322,911 4,461,868

固定負債

長期借入金 879,750 2,136,752

リース債務 37,660 19,476

繰延税金負債 216,606 159,449

退職給付引当金 30,628 33,356

役員退職慰労引当金 65,788 56,896

資産除去債務 112,416 113,286

その他 1,500 1,120

固定負債合計 1,344,351 2,520,337

負債合計 5,667,262 6,982,205

純資産の部

株主資本

資本金 1,093,978 1,093,978

資本剰余金 757,360 757,360

利益剰余金 6,873,314 7,105,107

自己株式 △83,416 △84,301

株主資本合計 8,641,237 8,872,145

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 131,080 95,741

為替換算調整勘定 △279,006 △354,555

その他の包括利益累計額合計 △147,926 △258,814

少数株主持分 440 14,773

純資産合計 8,493,750 8,628,104

負債純資産合計 14,161,013 15,610,309
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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 11,161,812 10,411,560

売上原価 9,592,247 9,005,679

売上総利益 1,569,564 1,405,880

販売費及び一般管理費

販売費 486,555 485,881

一般管理費 414,251 401,616

販売費及び一般管理費合計 900,806 887,497

営業利益 668,758 518,382

営業外収益

受取利息 12,409 13,562

受取配当金 14,691 11,950

助成金収入 999 15,445

保険解約返戻金 － 14,687

その他 17,725 8,011

営業外収益合計 45,825 63,657

営業外費用

支払利息 30,921 33,689

為替差損 133,292 131,820

その他 900 1,519

営業外費用合計 165,114 167,029

経常利益 549,469 415,010

特別利益

前期損益修正益 300 －

賞与引当金戻入額 23,498 －

固定資産売却益 1,216 105

会員権売却益 38 －

投資有価証券売却益 70,863 －

その他 5,560 －

特別利益合計 101,477 105

特別損失

前期損益修正損 447 －

過年度退職給付費用 9,405 －

固定資産売却損 1,456 2,171

固定資産除却損 5,025 6,368

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 106,456 －

貸倒引当金繰入額 700 －

特別損失合計 123,493 8,540

税金等調整前四半期純利益 527,453 406,575

法人税、住民税及び事業税 136,682 117,228

法人税等調整額 72,212 △25,675

法人税等合計 208,895 91,553

少数株主損益調整前四半期純利益 318,557 315,022

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,178 14,745

四半期純利益 325,735 300,276
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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 318,557 315,022

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △76,565 △35,338

為替換算調整勘定 △19,267 △75,052

その他の包括利益合計 △95,832 △110,391

四半期包括利益 222,724 204,630

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 230,692 189,389

少数株主に係る四半期包括利益 △7,968 15,241
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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）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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