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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 3,121 1.9 109 △47.8 127 △42.4 61 △37.4

23年3月期第3四半期 3,063 25.8 209 ― 220 305.7 98 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △4百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 63百万円 （―％）

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 15.41 ―

23年3月期第3四半期 24.62 ―

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 6,801 5,686 83.6
23年3月期 6,754 5,750 85.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,686百万円 23年3月期  5,750百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 15.00 15.00

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 4,245 7.5 265 32.5 310 35.2 175 55.5 43.76



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。  

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 4,000,000 株 23年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 934 株 23年3月期 934 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,999,066 株 23年3月期3Q 3,999,127 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、東日本大震災の影響により停滞していた生産活動が回復に向

かっておりましたが、タイの洪水の影響や円高の継続等により景気の先行きは不透明な状況で推移しました。  

  このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、3,121百万円(前年同四半期比1.9%増）となりまし

た。 

 利益面につきましては、工作機械製造事業の原価増が主な要因となり、営業利益は109百万円（前年同四半期比

47.8％減）、経常利益は127百万円（前年同四半期比42.4％減）、四半期純利益は61百万円(前年同四半期比37.4％

減）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（自動車部品製造事業）  

 二輪部品等の減少により売上高は2,169百万円（前年同四半期比1.5％減）となりました。 

 営業利益は142百万円（前年同四半期比21.7％減）となりました。 

（工作機械製造事業）  

 専用機等の増加により売上高は952百万円（前年同四半期比10.5％増）となりました。 

 また、専用工作機械の原価増等により営業損失は32百万円（前年同期は営業利益27百万円）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における総資産は棚卸資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ47百

万円増加し、6,801百万円となりました。   

  負債につきましては、買掛金等が増加したため111百万円増加し1,115百万円となりました。  

  純資産は配当金の支払等により5,686百万円となり、前連結会計年度末に比べ64百万円減少しました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年度３月期の業績予想につきましては、平成23年８月４日に公表したしました業績予想に変更はありませ

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。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,141,124 1,268,666

受取手形及び売掛金 782,104 819,719

電子記録債権 － 8,010

有価証券 887,000 700,000

製品 50,544 11,150

仕掛品 434,202 719,607

原材料 35,747 61,460

繰延税金資産 8,548 5,899

その他 7,037 5,868

貸倒引当金 △844 △906

流動資産合計 3,345,464 3,599,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 678,722 639,199

機械装置及び運搬具（純額） 922,777 858,411

土地 638,912 638,912

その他（純額） 32,262 33,038

有形固定資産合計 2,272,674 2,169,562

無形固定資産 16,589 14,083

投資その他の資産 1,119,425 1,018,189

固定資産合計 3,408,690 3,201,835

資産合計 6,754,154 6,801,311
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 158,051 343,059

未払法人税等 68,095 13,629

役員賞与引当金 6,000 3,001

その他 251,600 313,429

流動負債合計 483,747 673,118

固定負債   

退職給付引当金 291,669 273,973

役員退職慰労引当金 18,180 18,180

資産除去債務 24,313 24,906

その他 185,846 125,117

固定負債合計 520,010 442,178

負債合計 1,003,757 1,115,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,527,174 5,528,808

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,752,666 5,754,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 147,322 98,109

為替換算調整勘定 △149,592 △166,395

その他の包括利益累計額合計 △2,269 △68,286

純資産合計 5,750,396 5,686,014

負債純資産合計 6,754,154 6,801,311
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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 3,063,895 3,121,976

売上原価 2,431,957 2,580,184

売上総利益 631,938 541,791

販売費及び一般管理費 422,814 432,686

営業利益 209,123 109,104

営業外収益   

受取利息 4,060 3,906

受取配当金 4,468 5,678

受取賃貸料 38,856 39,406

助成金収入 － 2,158

雑収入 2,076 5,878

営業外収益合計 49,461 57,028

営業外費用   

支払利息 2,118 568

賃貸収入原価 12,781 12,509

為替差損 22,840 25,797

雑損失 61 167

営業外費用合計 37,801 39,042

経常利益 220,783 127,090

特別利益   

固定資産売却益 432 31

貸倒引当金戻入額 552 －

特別利益合計 985 31

特別損失   

固定資産売却損 150 119

固定資産廃棄損 2,077 2,495

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,357 －

環境対策費 1,232 －

特別損失合計 19,816 2,614

税金等調整前四半期純利益 201,952 124,506

法人税、住民税及び事業税 110,800 60,200

法人税等調整額 △7,291 2,686

法人税等合計 103,508 62,886

少数株主損益調整前四半期純利益 98,444 61,620

四半期純利益 98,444 61,620
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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 98,444 61,620

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,342 △49,213

為替換算調整勘定 △25,288 △16,803

その他の包括利益合計 △34,631 △66,016

四半期包括利益 63,813 △4,396

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 63,813 △4,396
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 該当事項はありません。   

   

   

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 

（注）セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 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 

   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 

（注）セグメント利益又は損失（△）と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。 

  

 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 

   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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高        

外部顧客への売上高  2,202,354  861,540  3,063,895 －  3,063,895

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,281  11,651  13,933  △13,933 －

計  2,204,636  873,192  3,077,829  △13,933  3,063,895

セグメント利益  181,527  27,596  209,123 －  209,123

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注）  
自動車部品製造

事業 
工作機械製造

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  2,169,787  952,188  3,121,976 －  3,121,976

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  2,855  2,855  △2,855 －

計  2,169,787  955,044  3,124,831  △2,855  3,121,976

セグメント利益又は損失

（△） 
 142,092  △32,985  109,104 －  109,104

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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