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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 9,643 △19.4 851 △41.7 1,068 △36.1 838 △13.4
23年3月期第3四半期 11,964 7.4 1,460 20.8 1,670 18.6 968 22.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 832百万円 （△10.2％） 23年3月期第3四半期 927百万円 （―％）

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 46.44 ―
23年3月期第3四半期 53.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 16,106 12,856 79.8 712.25
23年3月期 16,077 12,386 77.0 686.16
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,856百万円 23年3月期  12,386百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 20.00

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 13,750 △13.4 1,620 △16.3 1,890 △13.6 1,330 4.8 73.68



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページの「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 20,020,000 株 23年3月期 20,020,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,969,225 株 23年3月期 1,968,264 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 18,051,093 株 23年3月期3Q 18,052,483 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、総じて緩やかな回復基調を辿りながらも、欧州債務危機

の拡大と長引く円高に新興国での成長の伸び鈍化など、景気の先行きは依然予断を許さない状況で推移

いたしました。 

このような経済情勢下、自動車メーカーの生産供給体制は東日本大震災とタイの洪水被害からほぼ復

旧し、第３四半期以降は本格的な増産体制に入りました。 

ディーラー各社は上半期に積み増しした新車の受注残が10月以降の販売増につながり、復興需要もあ

って前年比で大幅な回復基調にあります。 

当社グループの国内部門では、エコカー減税の延長と補助金の復活という政策効果も見込まれること

から、開発商品の回復の兆しがみられます。 

海外部門では、アジア・中近東向け等の補修需要の取り込みに努めましたが、全般的に円高の影響を

受け、厳しい状況で推移しました。 

なお、産業車両部品等は需要の回復力が弱く、引続きコスト削減に努めております。 

これにより、自動車関連事業全体の売上高は前年同期比88％の89億54百万円、営業利益は72％の14億

22百万円となりました。 

移動体通信関連事業は、お客様の利便性向上の観点から、平成23年10月１日をもって当事業を丸紅テ

レコム株式会社に譲渡し、売上高は前年同期比39％の６億89百万円、営業利益は37％の32百万円となり

ました。  

その結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比81％の96億43百万円、営業

利益は58％の８億51百万円、経常利益は64％の10億68百万円となりました。 

特別損益として、移動体通信事業の譲渡益５億24百万円を特別利益に、静岡営業所建替え等に伴う固

定資産除却損31百万円および投資有価証券評価損36百万円を特別損失に計上し、当四半期純利益は前年

同期比87％の８億38百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、 

① 総資産合計は161億６百万円と前連結会計年度末に比べて29百万円増加しております。 

増加の主なものは、移動体通信事業の譲渡等により現金及び預金が６億80百万円増加いたし

ました。 

減少の主なものは、受取手形及び売掛金が２億60百万円、たな卸資産が90百万円、流動資産

その他の前渡金等が１億50百万円、投資その他の資産の差入保証金等が93百万円、それぞれ減

少いたしました。 

② 負債合計は32億50百万円と前連結会計年度末に比べて４億41百万円減少しております。 

減少の主なものは、支払手形及び買掛金が１億70百万円、未払法人税等が43百万円、賞与引

当金が１億３百万円、流動負債その他の仮受金等が１億８百万円、それぞれ減少いたしまし

た。 

③ 純資産合計は128億56百万円と前連結会計年度末に比べて４億70百万円増加しております。 

増加の主なものは、四半期純利益が８億38百万円増加いたしました。 

減少の主なものは、配当金の支払いにより剰余金が３億61百万円減少いたしました。 

なお、自己資本比率は、77.0%から79.8%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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平成24年３月期の通期の業績予想（平成23年11月11日公表）につきましては、当第３四半期連結累計

期間の業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における業績予想値の変更はありません。

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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

（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 6,229 6,909

受取手形及び売掛金 1,453 1,193

有価証券 1,299 1,299

商品及び製品 425 339

仕掛品 32 22

原材料及び貯蔵品 8 14

その他 541 391

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 9,987 10,167

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 549 567

土地 1,391 1,391

その他（純額） 107 68

有形固定資産合計 2,048 2,027

無形固定資産 155 118

投資その他の資産

投資有価証券 2,901 2,903

その他 984 891

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,885 3,793

固定資産合計 6,089 5,939

資産合計 16,077 16,106

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,169 999

未払法人税等 445 402

賞与引当金 203 100

その他 531 423

流動負債合計 2,350 1,926

固定負債

退職給付引当金 874 893

その他 465 430

固定負債合計 1,340 1,324

負債合計 3,691 3,250
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,001 1,001

資本剰余金 4,184 4,184

利益剰余金 7,753 8,229

自己株式 △694 △694

株主資本合計 12,244 12,720

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 141 136

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 141 136

少数株主持分 － －

純資産合計 12,386 12,856

負債純資産合計 16,077 16,106
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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 11,964 9,643

売上原価 7,738 6,100

売上総利益 4,226 3,543

販売費及び一般管理費 2,765 2,691

営業利益 1,460 851

営業外収益

受取利息 9 9

受取配当金 11 12

受取保証料 74 65

受取賃貸料 57 55

持分法による投資利益 71 62

その他 25 52

営業外収益合計 249 256

営業外費用

支払手数料 10 10

賃貸収入原価 27 23

その他 1 6

営業外費用合計 39 40

経常利益 1,670 1,068

特別利益

事業譲渡益 － 524

特別利益合計 － 524

特別損失

固定資産除却損 34 31

投資有価証券評価損 1 36

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 38 68

税金等調整前四半期純利益 1,632 1,523

法人税、住民税及び事業税 562 593

法人税等調整額 101 92

法人税等合計 663 685

少数株主損益調整前四半期純利益 968 838

四半期純利益 968 838
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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 968 838

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32 3

繰延ヘッジ損益 1 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 △8

その他の包括利益合計 △40 △5

四半期包括利益 927 832

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 927 832

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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