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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 2,299 △2.8 206 △9.4 170 △16.3 218 △66.9
24年3月期第1四半期 2,366 16.6 227 3.3 203 26.6 660 365.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 131百万円 （△82.6％） 24年3月期第1四半期 753百万円 （418.7％）

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

25年3月期第1四半期 23.29 ―
24年3月期第1四半期 70.43 ―

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

25年3月期第1四半期 10,769 3,494 31.5 362.11
24年3月期 10,616 3,547 31.0 351.20
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,394百万円 24年3月期  3,292百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,460 △3.9 310 △35.2 240 △39.4 210 △73.9 22.40
通期 8,780 △2.3 620 △28.1 530 △35.9 460 △63.1 49.06



(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  
（注）詳細は、添付資料２ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続き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
の業績等は様々な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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ
「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 10,000,000 株 24年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 624,361 株 24年3月期 624,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,375,639 株 24年3月期1Q 9,376,125 株
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 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、景気は緩やかな回復傾

向を維持しているものの、円高の長期化、米国の景気回復の遅れ、欧州財政金融問題を背景とした海外景気の下振

れリスク等により、依然として先行き不透明な状況下で推移いたしました。 

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の業績は、ガス機器及び汎用機器部門は前年同期の売上高を上

回りましたが、自動車機器部門が前年同期の売上高を下回ったため、連結売上高は22億９千９百万円（前年同期比

2.8％減少）となりました。 

 損益面につきましては、営業利益は２億６百万円（同9.4％減少）、経常利益は１億７千万円（同16.3％減

少）、四半期純利益は２億１千８百万円（同66.9％減少）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。 

 自動車機器事業は自動車用気化器の販売が減少し売上高は２億５千５百万円（同21.0％減少）となりましたがコ

スト削減効果により、セグメント利益は２千９百万円（同128.0％増加）となりました。 

 ガス機器事業は韓国向け燃料噴射システム機器は減少したものの、他市場向け燃料噴射システムの増加により、

売上高は前年同期と同水準の10億４百万円（同1.4％増加）、セグメント利益は６千５百円（同34.6％減少）とな

りました。 

 汎用機器事業は主要マーケットである米国向けは減少したものの、新興国向け船外機需要の増加により、売上高

は前年同期と同水準の14億２千２百万円（同1.6％増加）となりましたが、為替の影響もあり、セグメント損失は

３千２百万円（前年同期は１千５百万円の損失）となりました。 

 不動産賃貸事業は売上高１億３千７百万円（同8.5％増加）、セグメント利益は１億１千６百万円（同10.2％増

加）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、107億６千９百万円と前連結会計年度末と比べて１億５

千２百万円増加しました。主な増減項目は、現金及び預金の増加（３千３百万円）及び投資有価証券の増加（３千

７百万円）であります。 

 （負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、72億７千４百万円と前連結会計年度末と比べて２億４百万

円増加しました。主な増減項目は、支払手形及び買掛金の増加（１億１百万円）、短期借入金の増加（９千７百万

円）、長期借入金の減少（６千万円）であります。 

 （純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、34億９千４百万円と前連結会計年度末と比べて５千２百

万円減少しました。主な増減項目は、利益剰余金の増加（１億６千２百万円）、少数株主持分の減少（１億５千４

百万円）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５月15日に開示いたしました第２四半期累計期間の連結・個別業績予想値、通期連結・個別業績予想値

の変更はございません。  

   

（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 

  税金費用につきましては、当第１四半期連結会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。 

      

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,693,169 2,726,516

受取手形及び売掛金 1,809,224 1,841,768

商品及び製品 317,923 343,995

仕掛品 834,052 843,102

原材料及び貯蔵品 29,751 28,222

その他 123,055 143,134

貸倒引当金 △7,752 △6,656

流動資産合計 5,799,424 5,920,084

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,951,174 1,944,339

機械装置及び運搬具（純額） 954,908 935,320

その他（純額） 698,796 678,428

有形固定資産合計 3,604,880 3,558,088

無形固定資産 70,947 112,896

投資その他の資産   

投資有価証券 1,130,991 1,168,835

その他 10,719 9,257

投資その他の資産合計 1,141,710 1,178,092

固定資産合計 4,817,537 4,849,077

資産合計 10,616,962 10,769,161

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,012,625 1,113,801

短期借入金 1,736,730 1,833,880

未払法人税等 14,495 4,509

賞与引当金 123,701 72,582

その他 790,699 1,034,116

流動負債合計 3,678,252 4,058,889

固定負債   

長期借入金 569,710 509,240

退職給付引当金 1,530,300 1,498,195

役員退職慰労引当金 100,634 104,871

環境対策引当金 7,352 7,352

その他 1,183,527 1,096,045

固定負債合計 3,391,524 3,215,704

負債合計 7,069,776 7,274,594
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 49,674 49,674

利益剰余金 2,807,780 2,969,909

自己株式 △295,523 △295,523

株主資本合計 3,061,932 3,224,061

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 381,841 266,574

為替換算調整勘定 △151,057 △95,636

その他の包括利益累計額合計 230,783 170,938

少数株主持分 254,470 99,567

純資産合計 3,547,186 3,494,567

負債純資産合計 10,616,962 10,769,161
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,366,839 2,299,753

売上原価 1,823,015 1,774,248

売上総利益 543,823 525,505

販売費及び一般管理費 315,911 319,105

営業利益 227,911 206,400

営業外収益   

受取利息 174 656

受取配当金 23,253 20,534

その他 2,570 3,110

営業外収益合計 25,998 24,301

営業外費用   

支払利息 20,935 18,266

為替差損 26,266 39,738

その他 3,001 2,273

営業外費用合計 50,202 60,278

経常利益 203,707 170,422

特別利益   

固定資産売却益 474,115 520

特別利益合計 474,115 520

特別損失   

固定資産除売却損 4 123

特別損失合計 4 123

税金等調整前四半期純利益 677,817 170,819

法人税等 2,133 2,133

少数株主損益調整前四半期純利益 675,684 168,685

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,316 △49,697

四半期純利益 660,367 218,383
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 675,684 168,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,623 △115,266

為替換算調整勘定 42,086 77,866

その他の包括利益合計 77,710 △37,400

四半期包括利益 753,394 131,284

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 725,478 158,537

少数株主に係る四半期包括利益 27,916 △27,252
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 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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  

（単位：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、主に連結会社

間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

２．セグメント利益（又は損失△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

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 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動

及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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  

（単位：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額 千円及びセグメント利益の調整額 千円は、主に連結会社

間の内部取引消去等の連結修正金額であります。 

２．セグメント利益（又は損失△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

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 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動

及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。  

（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

（５）セグメント情報等

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  322,918  990,562  1,399,437  126,741  2,839,659  △472,819  2,366,839

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  322,918  990,562 1,399,437  126,741  2,839,659  △472,819  2,366,839

セグメント利益（又は

損失△） 
 12,973  100,082  △15,356  105,453  203,152  24,758  227,911

△472,819 24,758

  
自動車機
器事業 

ガス機器
事業 

汎用機器
事業 

不動産賃
貸事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

売上高               

外部顧客への売上高  255,145  1,004,612  1,422,278  137,466  2,819,502  △519,748  2,299,753

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  255,145  1,004,612 1,422,278  137,466  2,819,502  △519,748  2,299,753

セグメント利益（又は

損失△） 
 29,575  65,441  △32,665  116,260  178,611  27,788  206,400

△519,748 27,788
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