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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 37,213 54.8 1,903 ― 1,962 ― 1,000 ―
24年3月期第1四半期 24,039 △29.5 △275 ― △354 ― △660 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,128百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △683百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 80.96 ―
24年3月期第1四半期 △53.45 ―

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 84,034 25,650 19.3
24年3月期 84,796 25,221 18.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  16,209百万円 24年3月期  15,450百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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) 72,500 38.4 3,150 ― 3,150 ― 1,400 ― 113.29
通期 143,500 9.9 6,800 44.3 6,700 54.3 2,650 59.9 214.45



(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】４ページ「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の対象外であり、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 
１．本資料に記載されている業績見直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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
２．業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信【添付資料】３ページ「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」をご覧下さい。 

※  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   ：  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 12,390,000 株 24年3月期 12,390,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 32,778 株 24年3月期 35,753 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,357,222 株 24年3月期1Q 12,355,636 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当社グループを取り巻く経営環境は、国内においては、欧州債務問題を背景

とした円高の影響はあったものの、昨年同時期の東日本大震災の影響による自動車生産の落ち込みから大幅に回復

し、政府によるエコカー減税及び補助金復活による需要刺激策等により自動車販売は順調に推移しました。 

 また海外においては、アジア地域がタイの洪水影響があったものの、主に北米における堅調な自動車販売により

全体として前年同四半期に比べ自動車生産台数は大幅に増加いたしました。 

 更に当社グループは第11次中期経営計画のグローバル戦略目標を国内外全拠点が「圧倒的競争力を持つ足廻り複

合機能部品メーカーになる」とし、選択と集中による投資の効率化を強力に進めております。これらに対処するた

めに、フィリピンにおいては二輪車用骨格部品並びにアルミダイカスト部品の事業拡大、メキシコにおいては新た

に自動車部品生産子会社を設立し、主要顧客からの受注拡大に対応してまいります。  

 このような中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、震災後の減産影響から生産、受注及び販

売実績が回復したことにより、売上高 百万円（前年同期比 %増）、営業利益 百万円（前年同四半期

は営業損失 百万円）、経常利益 百万円（前年同四半期は経常損失 百万円）、四半期純利益 百万円

（前年同四半期は四半期純損失 百万円）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。   

（日本）  

 震災後の大幅な生産調整から国内の自動車生産が回復し、エコカー減税・補助金復活による需要刺激策により主

要得意先への売上が増加したことにより、売上高は 百万円（前年同期比 %増）、営業利益は 百万円

（前年同四半期は営業損失 百万円）となりました。 

（北米）   

 北米市場における堅調な新車販売を受け、主要得意先への売上が増加したことにより、売上高は 百万円

（前年同期比 %増）、営業利益は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）となりました。 

（アジア）  

 タイ洪水影響による主要得意先の減産等により、売上高は 百万円（前年同期比 %減）、営業利益は 百

万円（前年同期比 %減）となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会

計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円とな

りました。 

 純資産は、少数株主持分が減少する一方、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 百万円増加

し、 百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

37,213 54.8 1,903

275 1,962 354 1,000

660

10,073 66.8 275

817

20,176

94.1 1,289 244

6,963 8.4 403

44.1

761 84,034

1,190 58,384

428

25,650
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社は、 近の業績動向を踏まえ、平成24年５月７日に公表した連結業績予想を下記の通り修正いたしましたの

でお知らせいたします。 
  
平成25年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想の修正（平成24年４月1日～平成24年９月30日）  

  

平成25年３月期 通期連結業績予想の修正（平成24年４月1日～平成25年３月31日）  

業績修正の理由 

 第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日までの６ヶ月間）及び当連結会計年度（平成

24年４月１日から平成25年３月31日まで）の連結業績予想は、主に、第１四半期における増収や北米市場において

主要得意先への売上が増加することにより、売上及び利益の増加が見込まれ、前回公表値を上回るため修正してお

ります。  
  
※上記の業績予想は、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、今後

の様々な要因によるリスクや不確実性を含んでいるため、予想と実績は異なる結果となる可能性があります。  

売上高  営業利益 経常利益 四半期純利益 1 株 当 た り

四半期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A）  72,200  2,650  2,550  850  68.80

今回発表予想（B）  72,500  3,150  3,150  1,400  113.29

増減額（B－A）  300  500  600  550

増減率（％）  0.4  18.9  23.5  64.7

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年３月期第２四半期) 
 52,389  34  △99  △811  △65.68

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

前回発表予想（A）  143,000  6,300  6,100  2,100  169.98

今回発表予想（B）  143,500  6,800  6,700  2,650  214.45

増減額（B－A）  500  500  600  550

増減率（％）  0.3  7.9  9.8  26.2

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期) 
 130,609  4,712  4,342  1,657  134.16
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（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。  
  

 なお、当第１四半期連結会計期間より、連結子会社㈱リテラは、決算日を２月28日から３月31日に変更しており

ます。決算期変更に伴う当該子会社の平成24年３月１日から平成24年３月31日までの１ヶ月間の損益は、利益剰余

金に計上しております。 
  
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 一部の連結子会社における四半期連結財務諸表の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(損失)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。  

  

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：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 5,229 4,685

受取手形及び売掛金 19,930 18,529

商品及び製品 2,465 3,227

仕掛品 3,321 3,305

原材料及び貯蔵品 4,524 4,538

その他 2,962 2,336

流動資産合計 38,433 36,622

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,431 15,178

機械装置及び運搬具（純額） 14,763 14,263

その他（純額） 11,653 13,442

有形固定資産合計 41,848 42,884

無形固定資産 1,031 1,052

投資その他の資産   

投資有価証券 2,693 2,586

その他 857 955

貸倒引当金 △68 △68

投資その他の資産合計 3,482 3,474

固定資産合計 46,362 47,411

資産合計 84,796 84,034

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,280 15,284

短期借入金 7,811 10,252

1年内返済予定の長期借入金 8,583 8,269

未払法人税等 649 509

役員賞与引当金 81 27

その他 6,669 6,542

流動負債合計 40,074 40,886

固定負債   

長期借入金 16,574 14,718

退職給付引当金 788 746

役員退職慰労引当金 208 188

負ののれん 95 93

その他 1,833 1,750

固定負債合計 19,500 17,497

負債合計 59,574 58,384
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,677 2,677

資本剰余金 3,115 3,115

利益剰余金 14,102 15,012

自己株式 △23 △18

株主資本合計 19,871 20,787

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 324 236

為替換算調整勘定 △4,745 △4,813

その他の包括利益累計額合計 △4,420 △4,577

少数株主持分 9,770 9,440

純資産合計 25,221 25,650

負債純資産合計 84,796 84,034
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 24,039 37,213

売上原価 21,805 32,432

売上総利益 2,233 4,780

販売費及び一般管理費 2,508 2,877

営業利益又は営業損失（△） △275 1,903

営業外収益   

受取利息 15 10

受取配当金 6 6

持分法による投資利益 10 59

為替差益 38 81

その他 9 42

営業外収益合計 79 200

営業外費用   

支払利息 157 138

その他 2 3

営業外費用合計 159 142

経常利益又は経常損失（△） △354 1,962

特別利益   

固定資産売却益 6 4

受取保険金 － 429

特別利益合計 6 434

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 19 23

投資有価証券評価損 － 5

災害による損失 － 236

その他 7 －

特別損失合計 27 265

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（△）

△376 2,130

法人税、住民税及び事業税 232 660

法人税等調整額 △51 △9

法人税等合計 181 651

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（△）

△557 1,479

少数株主利益 102 479

四半期純利益又は四半期純損失（△） △660 1,000
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（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) 

少数株主利益 102 479

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（△）

△557 1,479

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 △72

為替換算調整勘定 △111 △248

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 △29

その他の包括利益合計 △125 △351

四半期包括利益 △683 1,128

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △745 843

少数株主に係る四半期包括利益 62 284
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該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。    

   

   

   (セグメント情報)  

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：百万円)  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

 額の主な内容 

  (差異調整に関する事項) 

                              (単位：百万円) 

  

３．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。 

（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

  
報告セグメント 合計  

日本  北米  アジア    

売上高         

外部顧客への売上高  6,037 10,396 7,604 24,039

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 2,019 170 299 2,489

計   8,057 10,566 7,904 26,528

セグメント利益 

又は損失(△) 
 △817 △244   721 △340

利益  金額  

報告セグメント計  △340

セグメント間取引消去  65

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △275
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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：百万円)  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

 額の主な内容 

  (差異調整に関する事項) 

(単位：百万円) 

  

３．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。   

   

  
報告セグメント 合計  

日本  北米  アジア    

売上高         

外部顧客への売上高 10,073 20,176 6,963  37,213

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
3,094 262 435  3,792

計  13,167 20,439 7,398  41,005

セグメント利益  275 1,289   403  1,968

利益  金額  

報告セグメント計  1,968

セグメント間取引消去  △64

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,903

（６）重要な後発事象
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