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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 4,623 △2.2 253 △35.0 236 △36.0 151 △35.2
23年3月期第3四半期 4,728 27.9 390 209.1 369 226.8 234 246.0

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 40百万円 （△81.9％） 23年3月期第3四半期 224百万円 （―％）

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 29.67 ―
23年3月期第3四半期 45.80 ―

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 8,222 5,372 64.1
23年3月期 8,276 5,400 64.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,271百万円 23年3月期  5,304百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
24年3月期 ― 6.50 ―
24年3月期（予想） 6.50 13.00

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 6,230 △0.3 380 △18.5 360 △18.0 230 △19.3 44.97



(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 
 本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（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 5,119,477 株 23年3月期 5,119,477 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,972 株 23年3月期 5,935 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,113,513 株 23年3月期3Q 5,113,640 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日本経済は、東日本大震災後の急激な落ち込みから、持ち直しの動きを続け

てきましたが、円高や海外経済の減速の影響をうけ、回復のペースは年末にかけて大きく鈍化しました。 

 自動車業界におきましては、生産体制の復旧に伴い国内生産が持ち直し、前年実績まで回復した８月以降は順調

に推移しましたが、10月に発生したタイの洪水災害は国内外の生産活動に影響を与えました。  

 このような状況のもと、当社グループの売上高は4,623百万円(対前年同期104百万円の2.2%減少)となりました。

 利益面では、営業利益253百万円（対前年同期136百万円の35.0%減少)、経常利益236百万円(対前年同期133百万

円の36.0%減少)、四半期純利益151百万円(対前年同期82百万円の35.2%減少)となりました。 

 セグメント別では、日本は売上高3,816百万円(対前年同期150百万円の3.8%減少)、営業利益105百万円(対前年同

期117百万円の52.7%減少)となりました。 

 タイ現地法人は売上高777百万円(対前年同期83百万円の12.0%増加)、営業利益172百万円(対前年同期3百万円の

2.1%増加)となり、中国現地法人は売上高150百万円(対前年同期27百万円の15.4%減少)、営業損失25百万円(前年同

期は営業利益1百万円)となりました。  

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、8,222百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円の減少

となりました。流動資産は323百万円減少しましたが、主として現金及び預金の減少486百万円、受取手形及び売掛

金の増加187百万円によるものであります。固定資産は269百万円増加しましたが、主として建物及び構築物の増加

154百万円、建設仮勘定の増加184百万円、投資有価証券の減少55百万円によるものであります。 

 負債は2,850百万円となり、25百万円減少しました。流動負債は141百万円増加しましたが、主として支払手形及

び買掛金の増加147百万円によるものであります。固定負債は167百万円減少しましたが、主として社債の減少40百

万円、長期借入金の減少113百万円によるものであります。 

 純資産は5,372百万円となり、28百万円減少しましたが、主としてその他有価証券評価差額金の減少30百万円に

よるものであります。 

 この結果、自己資本比率は64.1%となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成23年10月31日に公表した平成24年３月期の連結業績予想を修正しました。  

 詳細につきましては、本日（平成24年２月３日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。  

   

   

  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。 

   

   

   

   

   

   

   

   

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：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 1,539,274 1,052,304

受取手形及び売掛金 1,575,977 1,763,170

商品及び製品 32,742 30,092

仕掛品 329,134 321,948

原材料及び貯蔵品 95,018 82,095

繰延税金資産 66,172 26,105

その他 32,048 71,561

流動資産合計 3,670,368 3,347,278

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,768,833 1,959,574

減価償却累計額 △990,423 △1,026,487

建物及び構築物（純額） 778,410 933,086

機械装置及び運搬具 4,889,547 5,008,957

減価償却累計額 △3,910,297 △4,046,310

機械装置及び運搬具（純額） 979,249 962,647

工具、器具及び備品 532,813 548,916

減価償却累計額 △439,585 △451,081

工具、器具及び備品（純額） 93,227 97,834

土地 2,013,250 2,006,661

建設仮勘定 157,421 341,598

有形固定資産合計 4,021,560 4,341,828

無形固定資産 79,829 77,329

投資その他の資産   

投資有価証券 369,007 314,001

繰延税金資産 － 217

その他 135,858 142,215

投資その他の資産合計 504,865 456,434

固定資産合計 4,606,255 4,875,591

資産合計 8,276,623 8,222,869



（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 806,490 954,099

短期借入金 336,063 422,608

1年内償還予定の社債 100,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 176,200 153,889

未払法人税等 109,000 －

賞与引当金 121,976 83,613

役員賞与引当金 － 18,000

その他 334,644 434,001

流動負債合計 1,984,374 2,126,213

固定負債   

社債 100,000 60,000

長期借入金 288,126 174,487

長期未払金 193,834 193,834

繰延税金負債 2,884 －

退職給付引当金 247,775 252,368

その他 59,089 43,724

固定負債合計 891,710 724,415

負債合計 2,876,084 2,850,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,362,949 4,448,196

自己株式 △6,504 △6,517

株主資本合計 5,352,764 5,437,998

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67,787 37,376

為替換算調整勘定 △116,285 △203,787

その他の包括利益累計額合計 △48,497 △166,410

少数株主持分 96,272 100,653

純資産合計 5,400,539 5,372,241

負債純資産合計 8,276,623 8,222,869



（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 4,728,529 4,623,934

売上原価 3,557,643 3,585,026

売上総利益 1,170,885 1,038,908

販売費及び一般管理費 780,684 785,272

営業利益 390,201 253,636

営業外収益   

受取利息 667 861

受取配当金 3,845 5,231

助成金収入 － 12,559

受取補償金 6,484 －

その他 7,213 3,218

営業外収益合計 18,211 21,870

営業外費用   

支払利息 29,101 25,331

為替差損 9,234 13,296

その他 171 66

営業外費用合計 38,507 38,693

経常利益 369,905 236,812

特別利益   

固定資産売却益 － 234

投資有価証券売却益 － 420

持分変動利益 5,133 －

特別利益合計 5,133 654

特別損失   

固定資産売却損 － 21

固定資産除却損 3,111 403

投資有価証券売却損 － 263

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,654 －

特別損失合計 27,765 688

税金等調整前四半期純利益 347,272 236,779

法人税、住民税及び事業税 60,778 5,918

法人税等調整額 35,415 62,726

法人税等合計 96,194 68,644

少数株主損益調整前四半期純利益 251,078 168,134

少数株主利益 16,825 16,411

四半期純利益 234,253 151,723



（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 251,078 168,134

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,533 △30,411

為替換算調整勘定 △14,083 △97,038

その他の包括利益合計 △26,616 △127,450

四半期包括利益 224,461 40,684

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 208,146 33,810

少数株主に係る四半期包括利益 16,315 6,874



 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） 

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:千円)  

（注）１．セグメント利益の調整額△3,349千円には、セグメント間取引消去△31,356千円、各報告セグ 

          メントに配分していない全社費用29,482千円、棚卸資産の調整額5,545千円及び固定資産の調 

          整額△320千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理 

          費であります。 

   ２.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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） 

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:千円)  

（注）１.セグメント利益又は損失の調整額1,258千円には、各報告セグメントに配分していない全社費 

         用△27,679千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等28,937千円が含まれております。 

         全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２.セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 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   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  3,860,185  690,304  178,039  4,728,529  －  4,728,529

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 106,779  4,322  －  111,102  △111,102  －

計  3,966,964  694,627  178,039  4,839,631  △111,102  4,728,529

セグメント利益 

（営業利益）  
 223,399  168,479  1,672  393,551  △3,349  390,201

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  3,707,126  766,693  150,115  4,623,934  －  4,623,934

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 109,129  10,945  428  120,504  △120,504  －

計  3,816,256  777,638  150,544  4,744,439  △120,504  4,623,934

セグメント利益又は 

損失（△）  
 105,722  172,035  △25,380  252,378  1,258  253,636

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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