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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 322,843 △6.2 15,752 △37.7 16,801 △33.0 10,772 △29.6
23年3月期第3四半期 344,306 20.3 25,277 193.5 25,090 207.3 15,297 161.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 3,605百万円 （△71.4％） 23年3月期第3四半期 12,625百万円 （―％）

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 46.02 ―
23年3月期第3四半期 64.82 ―

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 378,594 153,673 37.6
23年3月期 356,048 153,744 40.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  142,227百万円 23年3月期  142,804百万円

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  
現時点では24年3月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
24年3月期 ― 7.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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 446,000 △2.2 23,000 △29.8 23,000 △31.2 14,000 △27.9 59.81



(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手続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については、【添付資料】Ｐ．３ 
「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」をご覧下さい。 

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 244,066,144 株 23年3月期 244,066,144 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 9,994,828 株 23年3月期 9,987,791 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 234,074,211 株 23年3月期3Q 235,999,735 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日までの９ヶ月間）における日本

経済は、東日本大震災からの回復基調に転じておりましたが、タイの洪水の影響により停滞いたしまし

た。また世界経済は、欧州の債務危機を背景とした景気の低迷により、中国・インドを中心とした新興

国でも成長は鈍化してきております。 

当社グループの主要な事業分野であります自動車関連は、第３四半期（３ヶ月間）の国内販売は

1,126千台で前年同期比22.9％の増加となりましたが、東日本大震災、タイの洪水の影響から、累計期

間では3,066千台で前年同期比11.3％の減少となりました。完成車輸出は累計3,355千台で前年同期比

9.2％の減少となりました。これにより国内の自動車生産台数は累計6,493千台で前年同期比8.4％の減

少となりました。 

また、もう一方の主要な事業分野であります情報機器関連は、顧客であるＨＤＤ（ハードディスクド

ライブ）メーカーの東日本大震災やタイの洪水による減産、さらに業界再編の影響によるＨＤＤの減産

などにより受注が減少いたしました。 

以上のような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は322,843百万円（前年同期比6.2％

減）となりました。また収益面では、継続した総原価低減活動を実施しましたが、円高の影響もあり、

営業利益は15,752百万円（前年同期比37.7％減）、経常利益は16,801百万円（前年同期比33.0％減）、

四半期純利益は10,772百万円（前年同期比29.6％減）となりました。 

  

セグメントの状況は以下のとおりです。 

[懸架ばね事業] 

当第３四半期連結累計期間において、懸架ばね事業は、国内外での自動車の減産により、売上高が

66,054百万円（前年同期比4.6％減）、セグメント利益(営業利益)が4,598百万円（前年同期比15.4％

減）となりました。 
  

[シート事業] 

当第３四半期連結累計期間において、シート事業は、国内外での自動車の減産により、売上高が

129,304百万円（前年同期比6.7％減）、セグメント利益(営業利益)が5,878百万円（前年同期比16.7％

減）となりました。 
  

[精密部品事業] 

当第３四半期連結累計期間において、精密部品事業は、国内外での自動車の減産、ＨＤＤの減産、業

界再編の影響による受注減及び円高により、売上高が74,108百万円（前年同期比13.7％減）、セグメン

ト利益(営業利益)が2,682百万円（前年同期比72.2％減）となりました。 
  

[産業機器ほか事業] 

当第３四半期連結累計期間において、産業機器ほか事業は、連結子会社の追加により、売上高は

53,375百万円（前年同期比5.6％増）になりましたが、既存事業の受注減により、セグメント利益(営業

利益)は2,592百万円（前年同期比17.2％減）となりました。 
  

  
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金や営業債権の増加により、前連結会計年

度末に比べ22,545百万円増加し、378,594百万円となりました。 

負債については、主に第２四半期連結会計期間における社債の発行や営業債務の増加により、前連結

会計年度末に比べ22,616百万円増加し、224,920百万円となりました。 

純資産については、利益の留保による利益剰余金の増加がありましたが、株式市況の低迷や円高の影

響があったことから、前連結会計年度末に比べほぼ横ばいの70百万円減少で、153,673百万円となりま

した。 

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
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世界経済は、欧州の金融不安、新興国の経済成長の鈍化などから、引き続き先行き不透明な状況にあ

ります。このような厳しい環境下ではありますが、受注活動の強化と、さらなる原価低減努力により、

業績の改善に努めて参る所存です。 

  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11月10日に公表した業績予想数値に

変更はありません。 

  平成24年３月期の連結業績予想の前提となる第３四半期以降の為替レートは、77円/米ドル、2.5円/

タイバーツとしております。 

  
    
  

  

（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：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 53,300 63,576

受取手形及び売掛金 77,950 90,272

商品及び製品 12,903 13,167

仕掛品 6,762 8,373

原材料及び貯蔵品 8,394 9,514

部分品 3,937 3,657

繰延税金資産 4,674 3,480

その他 13,424 15,713

貸倒引当金 △351 △246

流動資産合計 180,996 207,510

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 106,956 107,151

減価償却累計額 △65,916 △67,352

建物及び構築物（純額） 41,039 39,798

機械装置及び運搬具 161,509 161,201

減価償却累計額 △125,435 △128,436

機械装置及び運搬具（純額） 36,074 32,764

土地 29,866 29,520

リース資産 5,416 5,264

減価償却累計額 △2,027 △2,440

リース資産（純額） 3,389 2,824

建設仮勘定 5,543 7,259

その他 47,885 48,466

減価償却累計額 △42,254 △43,001

その他（純額） 5,631 5,465

有形固定資産合計 121,544 117,632

無形固定資産 2,383 2,613

投資その他の資産   

投資有価証券 44,041 40,407

長期貸付金 439 364

繰延税金資産 2,319 2,283

その他 4,908 7,950

貸倒引当金 △584 △168

投資その他の資産合計 51,123 50,838

固定資産合計 175,051 171,084

資産合計 356,048 378,594
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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 91,255 80,188

電子記録債務 － 30,550

短期借入金 21,509 26,109

未払法人税等 5,310 1,187

繰延税金負債 1,076 803

役員賞与引当金 190 176

設備関係支払手形 536 1,712

その他 24,663 20,285

流動負債合計 144,542 161,013

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 24,454 24,958

リース債務 2,889 2,450

繰延税金負債 8,118 4,784

退職給付引当金 10,081 9,539

役員退職慰労引当金 682 703

執行役員退職慰労引当金 667 687

持分法適用に伴う負債 － 33

その他 868 749

固定負債合計 57,761 63,906

負債合計 202,303 224,920

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,009 17,009

資本剰余金 17,523 17,523

利益剰余金 114,642 121,935

自己株式 △6,755 △6,764

株主資本合計 142,420 149,703

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,208 9,661

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △11,823 △17,136

その他の包括利益累計額合計 383 △7,476

少数株主持分 10,940 11,445

純資産合計 153,744 153,673

負債純資産合計 356,048 378,594
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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 344,306 322,843

売上原価 293,876 282,075

売上総利益 50,430 40,767

販売費及び一般管理費 25,152 25,014

営業利益 25,277 15,752

営業外収益   

受取利息 182 454

受取配当金 599 953

持分法による投資利益 1,364 1,150

不動産賃貸料 652 614

その他 717 658

営業外収益合計 3,516 3,832

営業外費用   

支払利息 740 681

為替差損 1,631 989

その他 1,332 1,113

営業外費用合計 3,704 2,783

経常利益 25,090 16,801

特別利益   

投資有価証券売却益 31 －

負ののれん発生益 144 －

貸倒引当金戻入額 － 113

特別利益合計 176 113

特別損失   

投資有価証券評価損 258 718

関係会社出資金評価損 － 196

減損損失 15 63

訴訟関連損失 － 291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 302 －

その他 588 10

特別損失合計 1,164 1,281

税金等調整前四半期純利益 24,102 15,634

法人税等 7,100 3,820

少数株主損益調整前四半期純利益 17,002 11,813

少数株主利益 1,704 1,040

四半期純利益 15,297 10,772
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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 17,002 11,813

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,118 △2,570

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △2,945 △4,985

持分法適用会社に対する持分相当額 △314 △652

その他の包括利益合計 △4,376 △8,207

四半期包括利益 12,625 3,605

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,168 2,912

少数株主に係る四半期包括利益 1,457 692
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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又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額6,563百万円はセグメント間取引の消去であります。 

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一致しており、調整額はございません。 

  

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 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額6,420百万円はセグメント間取引の消去であります。 

     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一致しており、調整額はございません。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更 

  従来、事業セグメントの損益については経常損益ベースの数値を利用し、全社費用等について

は、各セグメントに配賦しておりませんでしたが、当連結会計年度より、経営管理上利用している

損益を経常損益から営業損益に変更し、セグメント損益測定の精緻化を図ったことに伴い、第１四

半期連結累計期間から、事業セグメントの損益を営業損益ベースの数値に変更し、全社費用等につ

いても各セグメントに配賦することとしました。 

  なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を当年度の事業セグメントの損益の測定方法

に基づき、作り直したものは、「Ⅰ 前第３四半期連結累計期間」に記載のとおりです。 

（３） 継続企業の前提に関する注記

（４） セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高  

  外部顧客への売上高 69,217 138,625 85,905 50,558 344,306 ― 344,306

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,165 80 786 4,530 6,563 △6,563 ―

計 70,382 138,705 86,692 55,089 350,869 △6,563 344,306

セグメント利益(営業利益) 5,438 7,054 9,653 3,131 25,277 ― 25,277

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高

  外部顧客への売上高 66,054 129,304 74,108 53,375 322,843 ― 322,843

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,242 62 686 4,428 6,420 △6,420 ―

計 67,297 129,367 74,794 57,804 329,263 △6,420 322,843

セグメント利益(営業利益) 4,598 5,878 2,682 2,592 15,752 ― 15,752
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(参考情報) 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

 
(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 

(1) 北 米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

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) 

 
(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 

(1) 北 米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 247,636 32,808 78,646 359,091 △14,784 344,306

セグメント利益(営業利益) 13,413 1,184 10,679 25,277 ― 25,277

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 240,399 26,861 70,447 337,708 △14,865 322,843

セグメント利益(営業利益) 9,263 260 6,229 15,752 ― 15,752

（５） 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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