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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 13,556 △0.7 444 △45.3 373 △54.3 98 △71.0
24年3月期第1四半期 13,651 7.3 812 △14.0 817 12.8 340 20.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 836百万円 （△2.8％） 24年3月期第1四半期 860百万円 （56.3％）

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 1.85 ―
24年3月期第1四半期 6.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 44,789 14,798 28.2
24年3月期 45,559 14,066 26.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,632百万円 24年3月期  11,992百万円

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  ：  有  
 

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 ― 2.00 ― 1.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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  ：  有   

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) 26,500 △5.9 500 △64.3 400 △68.7 0 △100.0 0.00
通期 54,000 △1.0 1,800 △20.9 1,700 △23.9 500 △37.9 9.36



(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P.3「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作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
P.2「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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 54,166,000 株 24年3月期 54,166,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 755,598 株 24年3月期 754,976 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 53,410,807 株 24年3月期1Q 53,411,264 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、緩やかな米国経済の回復・新興国の成長が続いたも

のの、欧州債務危機の影響が欧州のみならずアジア圏にも広がり、停滞感が強まりました。 

わが国経済は、昨年の東日本大震災やタイの洪水による生産面への影響がほぼ解消された中で、復

旧・復興需要および政策発動による需要押上げ効果等により、内需主導で底堅く推移しました。 

当社グループの主たる需要業界である自動車産業の生産活動は、海外は、北米・アジアについては堅

調に推移したものの、欧州については需要の低迷が構造的かつ長期化しつつあり、厳しい状況が続きま

した。国内は、震災の影響による落ち込みからの持ち直しに加え、エコカー補助金の効果により、高水

準で推移しました。建材分野につきましては、建築需要が増加傾向にあるものの、土木需要は復旧・復

興需要を中心に期待されていたほどの活況には到らず低位で推移しました。 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、国内は自動車関連製品を中心に増加し

たものの、海外における販売数量減が影響し、前年同期比0.7％減（９千５百万円減）の135億５千６百

万円となりました。 

収益面では、これまで当社グループの業績に大きく貢献してきた欧州子会社を中心に売上高が減少し

たことにより、欧州子会社での人員削減をはじめ、グループを挙げた収益改善策を講じたものの、経常

利益は、前年同期比54.3％減（４億４千３百万円減）の３億７千３百万円、四半期純利益は、71.0％減

（２億４千１百万円減）の９千８百万円にとどまりました。 

  

当社グループの当第１四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７億７千万円減少

し、447億８千９百万円となりました。これは主に借入金の返済等による現金及び預金、預け金の減少

13億２千７百万円や、受取手形及び売掛金の増加８億１千万円、たな卸資産の減少４億６千２百万円に

よるものです。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ15億２百万円減少し、299億９千万円となりました。これは主

に支払手形及び買掛金の支払等による減少13億６千７百万円と、借入金の返済等による減少６億２千４

百万円によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億３千２百万円増加し、147億９千８百万円とな

りました。これは主に為替換算調整勘定の増加６億２千５百万円によるものです。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月27日の「平成24年３月期決算短信[日

本基準]（連結）」公表時の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予

想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、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。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場

合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

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。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ１百万円増加しております。 

  

  

２．サマリー情報（注記事項）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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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１【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 2,785 2,137

預け金 1,712 1,033

受取手形及び売掛金 10,261 11,071

商品及び製品 3,529 3,304

仕掛品 2,165 2,298

原材料及び貯蔵品 3,651 3,282

繰延税金資産 469 482

その他 889 798

貸倒引当金 △16 △13

流動資産合計 25,449 24,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,348 3,366

機械装置及び運搬具（純額） 6,719 6,811

土地 2,402 2,419

建設仮勘定 680 804

その他（純額） 320 357

有形固定資産合計 13,472 13,759

無形固定資産   

のれん 4,233 4,191

その他 349 360

無形固定資産合計 4,583 4,552

投資その他の資産   

投資有価証券 1,207 1,201

関係会社株式 131 133

破産更生債権等 278 303

繰延税金資産 386 388

その他 355 385

貸倒引当金 △305 △330

投資その他の資産合計 2,054 2,081

固定資産合計 20,110 20,393

資産合計 45,559 44,789
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,066 11,698

短期借入金 8,448 8,315

未払法人税等 77 134

賞与引当金 496 265

その他 2,843 3,423

流動負債合計 24,931 23,837

固定負債   

長期借入金 3,373 2,882

繰延税金負債 698 742

負ののれん 13 －

退職給付引当金 2,028 2,121

役員退職慰労引当金 173 140

長期預り敷金保証金 255 245

その他 16 20

固定負債合計 6,561 6,153

負債合計 31,493 29,990

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,634 3,634

資本剰余金 2,419 2,419

利益剰余金 6,640 6,686

自己株式 △144 △144

株主資本合計 12,549 12,594

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 186 182

繰延ヘッジ損益 △13 △40

為替換算調整勘定 △729 △104

その他の包括利益累計額合計 △556 37

少数株主持分 2,073 2,166

純資産合計 14,066 14,798

負債純資産合計 45,559 44,789
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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：百万円)

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 13,651 13,556

売上原価 11,267 11,584

売上総利益 2,384 1,972

販売費及び一般管理費 1,572 1,528

営業利益 812 444

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 13

負ののれん償却額 13 13

為替差益 12 －

持分法による投資利益 4 4

スクラップ売却益 16 20

その他 9 13

営業外収益合計 66 66

営業外費用   

支払利息 44 49

為替差損 － 66

その他 16 20

営業外費用合計 61 136

経常利益 817 373

特別利益   

固定資産売却益 8 －

特別利益合計 8 －

特別損失   

固定資産除却損 13 3

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 16 3

税金等調整前四半期純利益 809 370

法人税等 379 204

少数株主損益調整前四半期純利益 430 165

少数株主利益 89 66

四半期純利益 340 98
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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：百万円)

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 430 165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 △5

繰延ヘッジ損益 △88 △26

為替換算調整勘定 555 705

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △2

その他の包括利益合計 429 670

四半期包括利益 860 836

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 745 692

少数株主に係る四半期包括利益 114 143
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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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