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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 2,049 △2.9 △10 ― △12 ― △10 ―
23年3月期第3四半期 2,110 △9.2 △14 ― △26 ― △26 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △31百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △68百万円 （―％）

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 △1.95 ―
23年3月期第3四半期 △4.94 ―

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 3,158 2,392 75.7
23年3月期 3,173 2,423 76.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,392百万円 23年3月期  2,423百万円

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

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 2,835 △1.7 △38 ― △29 ― △33 ― △6.46



(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の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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 6,652,250 株 23年3月期 6,652,250 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,458,450 株 23年3月期 1,458,450 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,193,800 株 23年3月期3Q 5,388,800 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わが国経済は、東日本大震災や福島原子力発電所の事故の影響から回復の動

きが見られ、企業活動や個人消費も持ち直しつつある一方で、欧州の財政危機による世界的な景気の低迷、またこ

れまで堅調に推移していたアジア経済においてはタイ大洪水の影響や中国の経済成長の鈍化懸念、さらには記録的

な円高の長期化などから、先行きは極めて不透明な状況が続いております。 

カーアフターマーケットにおきましても、第１四半期から当第３四半期へと徐々に持ち直しの動きが見られてお

りますが、カー用品全体では未だ本格的な回復には至っておらず、依然として厳しい経営環境となりました。 

このような情勢のもと、当社グループでは第２四半期に引き続きストリート向け車高調整式ショックアブソーバ

ーの高品質ベーシックモデル「STREET BASIS」の販売促進と客先仕様による受注などに注力するとともに、2012年

1月から発売を開始したボリュームゾーン向けにさらに機能拡大を図った新製品の準備を進めるなど、売上の復調

に向けた取り組みを鋭意おこなってまいりました。 

しかしながら、カー用品需要は前述のように本格的な回復には至らず、また記録的な円高水準の持続などもあっ

たことから、当第３四半期の連結売上高は2,049百万円（前年同期比60百万円、2.9％減）と、前年同期と比較して

若干の減収となりました。 

損益の面においては各種の固定費、経費の削減策が微力ながらも奏功し、経常損失12百万円（前年同四半期は26

百万円の経常損失）、四半期純損失10百万円（前年同四半期は26百万円の四半期純損失）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の総資産は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、3,158百万円となりまし

た。なお、現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ187百万円増加し、1,697百万円となりました。  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加し、766百万円となり

ました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、2,392百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の減少によるものであります。     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

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５月13日発表の業績予想を変更しておりません。   

   

（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 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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。   

   

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
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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 1,510,000 1,697,903

売掛金 231,444 178,824

商品及び製品 660,141 596,589

仕掛品 80,416 59,572

原材料及び貯蔵品 156,155 140,466

その他 79,523 62,451

貸倒引当金 △2,829 △2,602

流動資産合計 2,714,852 2,733,205

固定資産   

有形固定資産 237,505 219,883

無形固定資産 29,972 21,550

投資その他の資産   

その他 205,263 197,684

貸倒引当金 △13,906 △13,623

投資その他の資産合計 191,356 184,060

固定資産合計 458,835 425,494

資産合計 3,173,688 3,158,699

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,159 188,637

その他 210,736 227,603

流動負債合計 414,895 416,241

固定負債   

退職給付引当金 128,322 140,369

役員退職慰労引当金 152,108 157,240

その他 54,600 52,600

固定負債合計 335,031 350,210

負債合計 749,926 766,451

純資産の部   

株主資本   

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 2,581,708 2,571,541

自己株式 △473,429 △473,429

株主資本合計 2,541,581 2,531,414

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △117,819 △139,166

その他の包括利益累計額合計 △117,819 △139,166

純資産合計 2,423,761 2,392,247

負債純資産合計 3,173,688 3,158,699
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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 2,110,185 2,049,346

売上原価 1,286,236 1,302,240

売上総利益 823,949 747,105

販売費及び一般管理費 838,917 757,362

営業損失（△） △14,967 △10,256

営業外収益   

試作品等売却収入 5,597 4,122

その他 13,774 15,107

営業外収益合計 19,372 19,230

営業外費用   

為替差損 30,271 16,445

その他 770 4,910

営業外費用合計 31,042 21,355

経常損失（△） △26,637 △12,382

特別利益   

固定資産売却益 383 2,579

受取和解金 4,200 －

特別利益合計 4,583 2,579

特別損失   

固定資産売却損 322 0

固定資産除却損 775 133

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,568 －

特別損失合計 2,666 134

税金等調整前四半期純損失（△） △24,720 △9,937

法人税、住民税及び事業税 1,930 230

法人税等合計 1,930 230

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △26,651 △10,167

四半期純損失（△） △26,651 △10,167
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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損失（△） △26,651 △10,167

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △42,253 △21,346

その他の包括利益合計 △42,253 △21,346

四半期包括利益 △68,905 △31,514

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,905 △31,514
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該当事項はありません。   

   

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお 

ります。    

   

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

（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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