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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 88,539 △4.1 3,896 △37.2 3,673 △37.0 1,469 △47.6

23年3月期第3四半期 92,360 29.7 6,206 541.5 5,826 567.5 2,805 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,120百万円 （△39.4％） 23年3月期第3四半期 1,849百万円 （―％）

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 38.57 ―

23年3月期第3四半期 73.78 ―

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 75,677 19,834 21.9
23年3月期 69,580 19,182 23.5

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,598百万円 23年3月期  16,322百万円

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 ― 9.00 9.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 9.00 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  ：  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 120,000 0.4 6,500 △11.5 6,300 △9.0 2,600 △6.9 68.25



(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ます。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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が
記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、３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   ：  有

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 39,511,728 株 23年3月期 39,511,728 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,416,097 株 23年3月期 1,414,913 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 38,096,070 株 23年3月期3Q 38,025,454 株
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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 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの関連する自動車業界では、国内においては、

東日本大震災により影響を受けた生産供給体制は予想以上に早く回復しましたが、円高の影響もあ

り、景気の回復は緩やかなものとなっています。海外においても、北米ではガソリン価格の高騰な

どにより高級乗用車の売上に影響がみられていること、財政問題を抱えた欧州での景気減速の顕在

化、タイの洪水の影響を受けたアジア全体での成長力のかげりもあって、総じて景気の緩やかな後

退がみられました。このような環境のなかで、当社グループでは、利益確保を目指し、継続的に原

価低減活動を実施してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は885億39百万円と前年同四半期に比べ38億

21百万円の減少（△4.1％）、営業利益は38億96百万円と前年同四半期に比べ23億10百万円の減少

（△37.2％）、経常利益は36億73百万円と前年同四半期に比べ21億53百万円の減少（△37.0％）、

四半期純利益は14億69百万円と前年同四半期に比べ13億36百万円の減少（△47.6％）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

①日本 

主要得意先の生産量が東日本大震災の影響やタイの洪水の影響を受けて減少し、売上高は

418億53百万円と前年同四半期比32億14百万円の減少（△7.1％）となり、営業利益は19億69百

万円と前年同四半期比５百万円の減少（△0.3％）となりました。 

②北米 

東日本大震災により得意先の生産量が減少したことと為替の影響により、売上高は311億49

百万円と前年同四半期比29億13百万円の減少（△8.6％）となり、新車立上げに伴う生産準備

諸費用の負担増などもあり、４億39百万円の営業損失（前年同四半期は23億60百万円の営業利

益）となりました。 

③欧州 

主要得意先の比較的堅調な販売などにより、売上高は69億88百万円と前年同四半期比53百万

円の増加（+0.8％）となりましたが、営業利益は５億73百万円と前年同四半期比１億36百万円

の減少（△19.2％）となりました。 

④アジア 

中国市場での底堅い需要やアセアン地域における販売増もあり、売上高は85億48百万円と前

年同四半期比22億52百万円の増加（+35.8％）となり、営業利益は18億95百万円と前年同四半

期比５億94百万円の増加（+45.6％）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は756億77百万円と前連結会計年度末に比べ60億97百万円の増加（+8.8％）となりま

した。主な増加は、受取手形及び売掛金77億30百万円であります。 

（負債） 

負債は558億43百万円と前連結会計年度末に比べ54億45百万円の増加（+10.8％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金53億63百万円であります。 

（純資産） 

純資産は198億34百万円と前連結会計年度末に比べ６億51百万円の増加（+3.4％）となりま

した。主な増加は、利益剰余金11億26百万円であります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の連結業績予想につきましては、平成23年7月12日に

公表いたしました予想値を変更しておりません。今後、業績に重大な影響を与えるなど開示すべき

事項が生じましたら速やかにお知らせいたします。 
 

 

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 

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 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第

２号 平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第４号 平成22年６月30日)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定する

ストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額にスト

ック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法

に変更しております。 

なお、これによる影響はありません。 
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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：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 6,959  2,702

  受取手形及び売掛金 14,054  21,784

  製品 505  520

  仕掛品 4,794  6,339

  原材料及び貯蔵品 2,459  2,538

  その他 2,492  4,093

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 31,265  37,979

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 25,712  25,687

    減価償却累計額 △13,617  △13,943

    減損損失累計額 △316  △316

    建物及び構築物（純額） 11,777  11,426

   機械装置及び運搬具 37,293  37,825

    減価償却累計額 △28,666  △28,897

    減損損失累計額 △19  △26

    機械装置及び運搬具（純額） 8,607  8,901

   工具、器具及び備品 19,972  18,615

    減価償却累計額 △16,037  △15,637

    減損損失累計額 △0  △1

    工具、器具及び備品（純額） 3,935  2,977

   土地 5,512  5,485

   建設仮勘定 2,003  2,468

   有形固定資産合計 31,836  31,259

  無形固定資産 1,400  1,250

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,192  4,360

   その他 1,231  835

   貸倒引当金 △346  △8

   投資その他の資産合計 5,077  5,187

  固定資産合計 38,315  37,697

 資産合計 69,580  75,677
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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) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 12,143  17,507

  短期借入金 10,516  8,004

  未払法人税等 1,003  628

  賞与引当金 893  629

  その他 9,043  9,279

  流動負債合計 33,600  36,049

 固定負債  

  長期借入金 11,950  15,259

  退職給付引当金 2,362  2,545

  その他 2,484  1,989

  固定負債合計 16,797  19,793

 負債合計 50,398  55,843

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,162

  利益剰余金 11,377  12,504

  自己株式 △455  △455

  株主資本合計 21,906  23,032

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,138  1,054

  為替換算調整勘定 △6,722  △7,488

  その他の包括利益累計額合計 △5,584  △6,434

 新株予約権 －  20

 少数株主持分 2,860  3,215

 純資産合計 19,182  19,834

負債純資産合計 69,580  75,677
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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 92,360  88,539

売上原価 78,284  77,027

売上総利益 14,075  11,511

販売費及び一般管理費 7,869  7,614

営業利益 6,206  3,896

営業外収益  

 受取利息 48  44

 受取配当金 37  52

 その他 185  223

 営業外収益合計 271  319

営業外費用  

 支払利息 385  334

 為替差損 230  189

 その他 35  18

 営業外費用合計 651  542

経常利益 5,826  3,673

特別利益  

 固定資産売却益 19  6

 その他 1  －

 特別利益合計 20  6

特別損失  

 固定資産売却損 0  4

 固定資産除却損 11  14

 減損損失 212  8

 災害による損失 －  350

 その他 37  2

 特別損失合計 262  381

税金等調整前四半期純利益 5,584  3,297

法人税、住民税及び事業税 2,423  1,209

法人税等調整額 △207  △32

法人税等合計 2,215  1,176

少数株主損益調整前四半期純利益 3,369  2,121

少数株主利益 563  652

四半期純利益 2,805  1,469
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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 3,369  2,121

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 88  △83

 為替換算調整勘定 △1,569  △919

 持分法適用会社に対する持分相当額 △39  1

 その他の包括利益合計 △1,519  △1,000

四半期包括利益 1,849  1,120

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,519  619

 少数株主に係る四半期包括利益 330  501
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(4)  セグメント情報等 

 

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 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 45,067 34,062 6,934 6,296 92,360 － 92,360

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,522 － － 365 3,887 △3,887 －

計 48,589 34,062 6,934 6,661 96,248 △3,887 92,360

セグメント利益 1,975 2,360 709 1,301 6,346 △139 6,206

(注) １．セグメント利益の調整額△139百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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。 

 

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 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、神奈川県寒川町の福利厚生施設撤去計画に基づき、減損損失

を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は212百万円であります。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

 

 

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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 41,853 31,149 6,988 8,548 88,539 － 88,539

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,782 － － 631 5,413 △5,413 －

計 46,635 31,149 6,988 9,180 93,952 △5,413 88,539

セグメント利益又は損
失（△） 

1,969 △439 573 1,895 3,998 △102 3,896

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△102百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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。 

 

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 
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(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 


