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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 57,822 17.2 3,326 17.6 3,687 21.7 2,040 8.2
23年3月期第3四半期 49,323 113.2 2,829 ― 3,030 ― 1,885 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,420百万円 （15.0％） 23年3月期第3四半期 2,105百万円 （―％）

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 74.12 ―
23年3月期第3四半期 68.48 ―

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 42,724 21,874 49.3
23年3月期 40,814 19,639 46.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,052百万円 23年3月期  18,835百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

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 71,600 8.2 3,430 △6.6 3,750 △4.5 2,120 △12.9 76.99
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(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が、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 
・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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「（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 27,573,000 株 23年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 37,101 株 23年3月期 35,749 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 27,536,458 株 23年3月期3Q 27,539,217 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、東日本大震災からの復興に向けた動きの中で緩や

かながら回復の兆しが見られるものの、一方で欧州の財政金融不安や円高の長期化など、依然として先

行きが不透明な状況で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、国内では震災後の復興需要等により、また海外では新興国を中心とし

た需要が継続しており、総じて堅調に推移いたしました。 

建設機械市場におきましては、国内ではレンタル向けを中心に需要は増加しましたが、海外では中国

の金融引き締め政策により需要は大幅に減少する一方、その他の新興国での需要は堅調に推移いたしま

した。 

このような情勢下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ84億９千８百万円増

加し、578億２千２百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第３四半期連結累計期間の損益面におきましては、売上高が増加したことに加え、先期に引き続き

原価改善活動を推進した結果、営業利益は前年同四半期と比べ４億９千６百万円増加し33億２千６百万

円、経常利益は前年同四半期と比べ６億５千６百万円増加し36億８千７百万円、四半期純利益は前年同

四半期と比べ１億５千５百万円増加し20億４千万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ22億７百万円増加し、215億１千１百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が21億１千５百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ２億９千８百万円減少し、212億１千２百万円となりまし

た。これは、主に有形固定資産の減価償却によるものであります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高 
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 14,265 28.9 15,218 26.3 952 6.7

エンジン部品 29,367 59.6 36,540 63.2 7,172 24.4

計 43,633 88.5 51,758 89.5 8,124 18.6

アジア 自動車用部品等 5,690 11.5 6,063 10.5 373 6.6

合計 49,323 100.0 57,822 100.0 8,498 17.2

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)
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流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億７千万円増加し、147億１千４百万円となりました。こ

れは、主に未払法人税等が６億２百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が16億６千５百万円増

加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ13億９千５百万円減少し、61億３千５百万円となりました。

これは、主に税制改正により土地の再評価に係る繰延税金負債が５億９百万円減少したこと及び長期

借入金が６億円、リース債務が３億４千３百万円、それぞれ減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ22億３千４百万円増加し、218億７千４百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が19億５千８百万円増加したこと及び税制改正により土地再評価差額金が５

億９百万円増加したことなどによります。 

  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ４億１千７百万円増加し、48億９千５百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、28億６千３百万円(前年同四

半期に比べ９億５千万円の収入減)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益36億６千５百万円、減価償却費13億８千６百万円、

仕入債務の増加額17億４千６百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額22億２千７百万円

及び法人税等の支払額18億８千８百万円であります。 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は14億７千７百万円(前年同四半

期に比べ14億２千３百万円の支出増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が14億７千１百万円であったことによるものでありま

す。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は８億８千２百万円(前年同四半

期に比べ10億２千３百万円の支出減)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が６億円及び配当金の支払額が１億１千９百万円であっ

たことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、東日本大震災からの復興に向けた需要が本格化する一方で、欧州の財政

金融不安や円高の長期化、中国の金融引き締め政策の動向等、当面不透明な状況が続くものと想定してお

ります。 

なお、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24日に公表いたしました連結業績

予想に変更はございませんが、今後の動向により業績予想を修正した場合は、速やかに開示いたします。

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

（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
（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 4,477,871 4,895,862

受取手形及び売掛金 11,113,216 13,228,228

たな卸資産 2,355,201 2,437,503

その他 1,357,423 950,113

流動資産合計 19,303,712 21,511,707

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,322,941 6,243,876

土地 10,815,735 10,807,935

その他（純額） 3,071,975 2,882,716

有形固定資産合計 20,210,651 19,934,528

無形固定資産

借地権 89,269 86,643

その他 26,951 19,207

無形固定資産合計 116,220 105,851

投資その他の資産 1,184,396 1,172,602

固定資産合計 21,511,268 21,212,982

資産合計 40,814,981 42,724,689

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,894,039 10,559,857

短期借入金 974,978 973,881

未払法人税等 1,287,514 685,401

賞与引当金 542,990 281,884

その他 1,944,627 2,213,849

流動負債合計 13,644,151 14,714,874

固定負債

長期借入金 1,600,000 1,000,000

再評価に係る繰延税金負債 4,094,372 3,584,685

退職給付引当金 1,326,301 1,390,024

その他 510,533 160,592

固定負債合計 7,531,207 6,135,301

負債合計 21,175,358 20,850,176
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 9,567,494 11,525,846

自己株式 △13,138 △13,680

株主資本合計 13,302,291 15,260,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192,816 188,601

土地再評価差額金 5,939,627 6,449,315

為替換算調整勘定 △598,945 △845,038

その他の包括利益累計額合計 5,533,499 5,792,877

少数株主持分 803,832 821,534

純資産合計 19,639,622 21,874,513

負債純資産合計 40,814,981 42,724,689
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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 49,323,784 57,822,252

売上原価 44,820,905 52,646,923

売上総利益 4,502,879 5,175,328

販売費及び一般管理費

運送費 133,799 180,695

給料及び手当 641,750 714,826

賞与引当金繰入額 47,280 45,468

退職給付引当金繰入額 29,208 34,188

減価償却費 67,697 80,137

賃借料 35,362 15,412

租税公課 53,163 54,426

試験研究費 35,492 34,777

その他 629,862 689,267

販売費及び一般管理費合計 1,673,617 1,849,201

営業利益 2,829,261 3,326,126

営業外収益

受取利息 8,540 12,094

受取配当金 7,066 7,666

スクラップ売却益 207,134 235,134

その他 108,655 172,255

営業外収益合計 331,395 427,151

営業外費用

支払利息 52,875 31,422

為替差損 41,588 4,680

支払手数料 22,205 14,319

その他 13,243 15,124

営業外費用合計 129,912 65,547

経常利益 3,030,744 3,687,731

特別利益

固定資産売却益 388 183

投資有価証券売却益 15,900 －

適格退職年金制度終了益 74,762 －

特別利益合計 91,050 183

特別損失

固定資産売却損 10,504 －

固定資産除却損 4,273 22,786

投資有価証券売却損 571 －

投資有価証券評価損 16,735 －

特別損失合計 32,085 22,786

税金等調整前四半期純利益 3,089,709 3,665,128
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（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)

法人税、住民税及び事業税 946,733 1,303,431

法人税等調整額 139,716 200,130

法人税等合計 1,086,449 1,503,561

少数株主損益調整前四半期純利益 2,003,259 2,161,566

少数株主利益 117,338 120,602

四半期純利益 1,885,921 2,040,964
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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 2,003,259 2,161,566

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 115,310 △4,215

土地再評価差額金 － 509,687

為替換算調整勘定 △12,883 △246,093

その他の包括利益合計 102,427 259,378

四半期包括利益 2,105,687 2,420,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,988,349 2,300,342

少数株主に係る四半期包括利益 117,338 120,602
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,089,709 3,665,128

減価償却費 1,410,326 1,386,416

退職給付引当金の増減額（△は減少） △161,086 73,137

受取利息及び受取配当金 △15,606 △19,760

支払利息 52,875 31,422

為替差損益（△は益） 41,588 4,680

有形固定資産除売却損益（△は益） 14,389 22,603

売上債権の増減額（△は増加） △3,317,754 △2,227,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △771,210 △142,569

仕入債務の増減額（△は減少） 3,596,694 1,746,076

投資有価証券売却損益（△は益） △15,328 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16,735 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 320,159 176,246

その他 △126,413 48,258

小計 4,135,080 4,764,021

利息及び配当金の受取額 15,606 19,760

利息の支払額 △54,474 △32,136

法人税等の支払額 △282,594 △1,888,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,813,616 2,863,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △107,413 △1,471,999

有形固定資産の売却による収入 33,027 292

投資有価証券の取得による支出 △6,226 △5,706

投資有価証券の売却による収入 26,618 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,994 △1,477,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △800,000 －

長期借入金の返済による支出 △903,586 △600,000

自己株式の取得による支出 △1,134 △541

配当金の支払額 － △82,611

少数株主への配当金の支払額 △36,252 △36,461

その他 △164,372 △162,554

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,905,346 △882,168

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,529 △85,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,837,746 417,990

現金及び現金同等物の期首残高 2,256,941 4,477,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,094,688 4,895,862
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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） 

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) 

該当事項はありません。 

  

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報
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