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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 12,851 △3.8 309 54.7 232 284.6 △1,703 ―
23年3月期第3四半期 13,359 21.5 200 ― 60 ― 3 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,926百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △126百万円 （―％）

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 △121.88 ―
23年3月期第3四半期 0.20 ―

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 19,267 7,892 41.0
23年3月期 20,265 10,151 50.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,892百万円 23年3月期  10,147百万円

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 

～4.00
0.00

～4.00

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 17,500 2.5 610 156.1 530 ― △1,400 ― △98.46



(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  ：  有  

(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、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2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 17,514,297 株 23年3月期 17,514,297 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 4,111,978 株 23年3月期 1,255,592 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,974,201 株 23年3月期3Q 16,327,128 株
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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 

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旧に伴い回復基調で
推移しておりましたが、タイで発生した大洪水の影響や欧州の財政問題の深刻化、さらには歴史
的な円高の持続により、輸出の落込みや企業の海外シフト加速による設備投資の減少等が懸念さ
れております。 
当社グループが属する自動車業界におきましては、震災からの復旧が想定より速く進み、また

タイ洪水による減産影響からも脱しつつありますが、海外経済の減速や円高の長期化など、事業
環境は依然として不透明な状況にあります。 
このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は12,851百万

円（前年同四半期比3.8％減）、営業利益は309百万円（前年同四半期比54.7％増）、経常利益は
232百万円（前年同四半期比284.6％増）、四半期純損失は1,703百万円（前年同四半期は3百万円
の四半期純利益）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
①自動車部品 
売上高は12,470百万円（前年同四半期比0.0％減）、セグメント利益は356百万円（前年同四

半期比81.7％増）となりました。 
②住宅 
売上高は331百万円（前年同四半期比60.6％減）、セグメント損失は28百万円（前年同四半

期のセグメント利益は20百万円）となりました。 
③包装製品 
売上高は49百万円（前年同四半期比7.9％増）、セグメント損失は18百万円（前年同四半期

のセグメント損失は16百万円）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は19,267百万円（前連結会計年度末比997百万円

減）となりました。 
このうち流動資産は、9,988百万円（前連結会計年度末比824百万円増）となりました。これは

主に現金及び預金が391百万円、短期貸付金が330百万円それぞれ減少した一方、受取手形及び売
掛金が1,450百万円増加したこと等によるものです。 
固定資産は、9,230百万円（前連結会計年度末比1,809百万円減）となりました。これは主に貸

倒引当金が1,384百万円増加し、投資有価証券が360百万円減少したこと等によるものです。 
 
(負債) 
当第３四半期連結会計期間末における負債は11,375百万円（前連結会計年度末比1,261百万円

増）となりました。 
このうち流動負債は8,099百万円（前連結会計年度末比1,649百万円増）となりました。これは

主に支払手形及び買掛金が921百万円、短期借入金が617百万円、そして１年内返済予定の長期借
入金が222百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 
固定負債は、3,275百万円（前連結会計年度末比388百万円減）となりました。これは主にリー

ス債務が176百万円増加した一方、長期借入金が570百万円減少したこと等によるものです。 
 
(純資産) 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は7,892百万円（前連結会計年度末比2,259百万円

減）となりました。これは主に利益剰余金が1,703百万円減少し、自己株式が328百万円増加した
こと等によるものです。 
 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年11月４日付で公表いたしました通期
の連結業績予想から変更しておりません。 
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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 

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 

（税金費用の計算） 

当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後
の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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。 
 
 
（法人税率の変更等による影響） 
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要
な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、
平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税
が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法
定実効税率は従来の40.63％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月
１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.96％に、平成27年４
月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.58％となりま
す。 
この税率変更により、繰延税金資産の純額が82,459千円減少し、当第３四半期連結累計期間に

費用計上された法人税等の金額が82,459千円増加しております。 
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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  3,147,046  2,755,413 

  受取手形及び売掛金  3,669,075  5,119,578 

  商品及び製品  808,576  838,952 

  原材料及び貯蔵品  441,621  494,486 

  販売用不動産  72,084  72,441 

  繰延税金資産  143,029  124,052 

  その他  883,001  584,574 

  貸倒引当金  △794  △1,037 

  流動資産合計  9,163,641  9,988,461 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  1,881,355  1,812,578 

   機械装置及び運搬具（純額）  1,344,379  1,319,073 

   工具、器具及び備品（純額）  657,659  551,926 

   土地  2,008,450  2,008,450 

   リース資産（純額）  119,885  283,476 

   建設仮勘定  230,378  216,535 

   有形固定資産合計  6,242,108  6,192,040 

  無形固定資産  419,964  500,484 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  1,660,648  1,300,009 

   繰延税金資産  799,604  831,948 

   長期未収入金  2,809,518  2,788,518 

   保険積立金  281,444  281,444 

   その他  289,510  183,027 

   貸倒引当金  △1,462,910  △2,847,075 

   投資その他の資産合計  4,377,815  2,537,872 

  固定資産合計  11,039,889  9,230,397 

 繰延資産     

  開業費  62,374  49,089 

  繰延資産合計  62,374  49,089 

 資産合計  20,265,905  19,267,949 
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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     

  支払手形及び買掛金  3,233,548  4,155,223 

  短期借入金  2,042,900  2,660,400 

  １年内返済予定の長期借入金  461,145  684,013 

  リース債務  33,829  63,903 

  未払法人税等  22,788  12,992 

  賞与引当金  211,584  96,721 

  その他  444,349  426,725 

  流動負債合計  6,450,146  8,099,979 

 固定負債     

  長期借入金  1,956,387  1,386,209 

  リース債務  140,093  316,160 

  退職給付引当金  1,268,913  1,290,305 

  長期未払金  263,197  245,609 

  その他  35,924  37,620 

  固定負債合計  3,664,515  3,275,906 

 負債合計  10,114,662  11,375,886 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  2,167,399  2,167,399 

  資本剰余金  1,696,397  1,696,397 

  利益剰余金  6,681,469  4,978,293 

  自己株式  △299,152  △627,631 

  株主資本合計  10,246,113  8,214,458 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  △21,060  △228,744 

  為替換算調整勘定  △77,451  △93,652 

  その他の包括利益累計額合計  △98,512  △322,396 

 少数株主持分  3,642  － 

 純資産合計  10,151,243  7,892,062 

負債純資産合計  20,265,905  19,267,949 
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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  13,359,660  12,851,856 

売上原価  11,212,930  10,604,764 

売上総利益  2,146,729  2,247,092 

販売費及び一般管理費  1,946,421  1,937,116 

営業利益  200,307  309,975 

営業外収益     

 受取利息  21,843  12,166 

 受取配当金  34,110  31,039 

 受取賃貸料  12,959  11,945 

 その他  7,873  12,678 

 営業外収益合計  76,787  67,830 

営業外費用     

 支払利息  139,049  54,483 

 支払手数料  41,686  31,542 

 その他  36,026  59,745 

 営業外費用合計  216,763  145,771 

経常利益  60,331  232,034 

特別利益     

 固定資産売却益  －  2,205 

 退職給付制度改定益  190,907  － 

 その他  16,030  － 

 特別利益合計  206,937  2,205 

特別損失     

 固定資産売却損  26,315  3,088 

 固定資産除却損  5,368  16,124 

 投資有価証券評価損  142,087  52,167 

 リファイナンス費用  －  116,558 

 貸倒引当金繰入額  －  1,384,513 

 災害による損失  －  284,365 

 減損損失  792  614 

 その他  62,687  11,142 

 特別損失合計  237,252  1,868,572 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

 30,016  △1,634,332 

法人税等  26,936  68,550 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 3,079  △1,702,883 

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △167  292 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  3,247  △1,703,175 
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 3,079  △1,702,883 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △83,820  △207,683 

 為替換算調整勘定  △45,868  △15,923 

 その他の包括利益合計  △129,689  △223,607 

四半期包括利益  △126,609  △1,926,490 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △126,287  △1,927,059 

 少数株主に係る四半期包括利益  △322  568 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、実施いたしました。平

成23年５月16日に2,854千株、328,210千円の自己株式を取得いたしました。 

 




