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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 36,633 33.9 1,555 △11.6 1,834 4.0 914 17.7
24年3月期第1四半期 27,354 △7.7 1,760 △30.3 1,762 △27.6 777 △46.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 2,112百万円 （27.5％） 24年3月期第1四半期 1,657百万円 （11.3％）

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 24.00 ―

24年3月期第1四半期 20.40 ―

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 80,675 25,021 26.1
24年3月期 77,085 23,266 25.9

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  21,066百万円 24年3月期  19,928百万円

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 ― 9.00 9.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

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) 68,000 22.2 3,200 22.1 3,000 18.0 1,300 4.6 34.12
通期 142,000 15.9 8,000 27.2 7,700 28.1 3,200 △24.2 84.00



(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）  ：  有  

(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レビュー手続きの対象外であります。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は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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。 

※  注記事項

新規 1 社 （社名） 開封河西汽車飾件有限公司 、 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 39,511,728 株 24年3月期 39,511,728 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,416,809 株 24年3月期 1,416,307 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 38,095,045 株 24年3月期1Q 38,096,621 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１四半期連結累計期間における世界経済動向については、米国経済は景気回復感があるもの

の雇用回復力の弱さから景気減速の懸念があり、欧州経済は欧州債務危機によるユーロ通貨への信

頼感の揺らぎから、先行き不透明感が増している状況にあります。また、中国をはじめとした新興

国経済においても、欧州債務危機の影響を受け、景気後退懸念が出ています。国内経済は東日本大

震災の復興需要等から景況感は好転してきていますが、依然続く円高の影響により景気回復の力強

さが欠ける状況が続いています。 

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場では、景気の緩やかな回復から、米国自動車

販売にも増加の好影響がみられる一方、欧州市場では、欧州経済の不安定さから全体的には販売環

境の厳しさが出ております。国内市場では、円高による輸出採算悪化の要因はありますが、震災復

興需要、新車購入補助金制度及び新車投入等の需要喚起効果から、販売と生産水準の回復傾向がみ

られました。 

このような事業環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地

位を確立すべく、「Action 210！！」（業務効率2倍・お客様品質賞受賞1位・労働災害0）の中期

経営計画の下、品質確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図り、

国内外での新規拡販活動を積極的に進めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は366億33百万円と前年同四半期に比べ92

億78百万円の増加（+33.9％）しましたが、海外拠点での新車投入に向けての開発費等生産準備費

用の負担増から営業利益は15億55百万円と前年同四半期に比べ２億４百万円の減少（△11.6％）、

為替等の営業外損益の改善もあり、経常利益は18億34百万円と前年同四半期に比べ71百万円の増加

（+4.0％）、四半期純利益は９億14百万円と前年同四半期に比べ１億37百万円の増加（+17.7％）

となりました。 

 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

東日本大震災の復興需要と政府の新車購入補助金制度継続等による自動車販売の順調な回復

から、売上高は141億32百万円と前年同四半期比37億57百万円の増加（+36.2％）となり、営業

利益は５億９百万円と前年同四半期比４億28百万円の増加（+527.8％）となりました。 

②北米 

主要得意先の米国市場での販売回復から、売上高は156億31百万円と前年同四半期比40億44

百万円の増加（+34.9％）となりましたが、新車立上げに伴う開発費、生産準備費用及び急激

な生産増加に伴う費用の負担もあり、54百万円の営業損失（前年同四半期は８億52百万円の営

業利益）となりました。 

③欧州 

主要得意先の順調な販売から、売上高は32億24百万円と前年同四半期比６億84百万円の増加

（+26.9％）となり、営業利益は４億20百万円と前年同四半期比78百万円の増加（+23.0％）と

なりました。 

④アジア 

主要得意先の中国・アセアン市場での好調な販売から、売上高は36億44百万円と前年同四半

期比７億92百万円の増加（+27.8％）となり、営業利益は６億76百万円と前年同四半期比１億

41百万円の増加（+26.5％）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は806億75百万円と前連結会計年度末に比べ35億90百万円の増加（+4.7％）となりま

した。主な増加は、受取手形及び売掛金47億50百万円であります。 
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（負債） 

負債は556億54百万円と前連結会計年度末に比べ18億35百万円の増加（+3.4％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金16億95百万円であります。 

（純資産） 

純資産は250億21百万円と前連結会計年度末に比べ17億54百万円の増加（+7.5％）となりま

した。主な増加は、利益剰余金５億71百万円、為替換算調整勘定８億74百万円であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）及び通期

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の連結業績予想につきましては、平成24年５月７日に

公表いたしました予想値に変更はありません。 

 

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 

（新規）開封河西汽車飾件有限公司 

中国自動車市場における当社グループの自動車部品製造販売の拡充を目的に、平成24年4月に

河南省開封市に合弁会社を設立いたしました。 

 

(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 

（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） 

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。 

 

(4) 追加情報 

（連結納税制度の適用） 

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しておりま

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：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 2,615  1,891

  受取手形及び売掛金 22,281  27,032

  製品 481  612

  仕掛品 6,294  4,322

  原材料及び貯蔵品 2,865  3,204

  その他 4,043  4,104

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 38,581  41,166

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 25,819  26,536

    減価償却累計額 △14,170  △14,631

    減損損失累計額 △316  △316

    建物及び構築物（純額） 11,331  11,588

   機械装置及び運搬具 37,491  39,967

    減価償却累計額 △29,170  △30,601

    減損損失累計額 △23  △23

    機械装置及び運搬具（純額） 8,297  9,342

   工具、器具及び備品 18,098  18,696

    減価償却累計額 △15,403  △15,631

    減損損失累計額 △1  △1

    工具、器具及び備品（純額） 2,692  3,063

   土地 5,487  5,722

   建設仮勘定 3,520  2,874

   有形固定資産合計 31,329  32,593

  無形固定資産 1,179  1,112

  投資その他の資産  

   投資有価証券 5,123  4,812

   その他 879  1,000

   貸倒引当金 △9  △9

   投資その他の資産合計 5,994  5,803

  固定資産合計 38,503  39,508

 資産合計 77,085  80,675
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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 16,871  18,566

  短期借入金 8,144  8,279

  未払法人税等 929  445

  賞与引当金 825  513

  その他 8,303  9,274

  流動負債合計 35,073  37,079

 固定負債  

  長期借入金 14,604  14,238

  退職給付引当金 2,580  2,589

  その他 1,560  1,746

  固定負債合計 18,745  18,574

 負債合計 53,818  55,654

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,162

  利益剰余金 15,256  15,828

  自己株式 △456  △456

  株主資本合計 25,784  26,355

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,450  1,142

  為替換算調整勘定 △7,306  △6,431

  その他の包括利益累計額合計 △5,855  △5,289

 新株予約権 32  44

 少数株主持分 3,305  3,910

 純資産合計 23,266  25,021

負債純資産合計 77,085  80,675
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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 27,354  36,633

売上原価 23,074  32,033

売上総利益 4,280  4,599

販売費及び一般管理費 2,519  3,043

営業利益 1,760  1,555

営業外収益  

 受取利息 15  26

 受取配当金 25  39

 為替差益 11  164

 その他 65  140

 営業外収益合計 117  370

営業外費用  

 支払利息 111  90

 その他 2  2

 営業外費用合計 114  92

経常利益 1,762  1,834

特別利益  

 固定資産売却益 1  0

 特別利益合計 1  0

特別損失  

 固定資産売却損 1  4

 固定資産除却損 5  5

 投資有価証券評価損 －  5

 特別損失合計 6  15

税金等調整前四半期純利益 1,758  1,818

法人税、住民税及び事業税 898  654

法人税等調整額 △178  △113

法人税等合計 720  541

少数株主損益調整前四半期純利益 1,038  1,277

少数株主利益 261  363

四半期純利益 777  914

 



河西工業株式会社 （7256）平成25年３月期 第１四半期決算短信 
 

― 7 ― 

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 1,038  1,277

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 74  △308

 為替換算調整勘定 533  1,115

 持分法適用会社に対する持分相当額 10  28

 その他の包括利益合計 618  835

四半期包括利益 1,657  2,112

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,257  1,480

 少数株主に係る四半期包括利益 400  632
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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。 
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(4)  セグメント情報等 

 

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） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 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 10,375 11,586 2,540 2,852 27,354 － 27,354

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,112 － － 194 1,307 △1,307 －

計 11,488 11,586 2,540 3,046 28,662 △1,307 27,354

セグメント利益 81 852 342 534 1,810 △50 1,760

(注) １．セグメント利益の調整額△50百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益は、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 

該当事項はありません。 

 

 

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：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 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 14,132 15,631 3,224 3,644 36,633 － 36,633

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,257 0 － 207 3,465 △3,465 －

計 17,390 15,632 3,224 3,851 40,098 △3,465 36,633

セグメント利益又は損
失（△） 

509 △54 420 676 1,552 3 1,555

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額３百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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 

該当事項はありません。 

 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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(6) 重要な後発事象 

（共通支配下の取引等） 

当社は、平成24年７月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である R-TEK Ltd.の

全株式を取得することについて決議いたしました。 

 

(1)取引の概要 

①結合当事企業の名称及びその事業内容 

結合当事企業の名称      R-TEK Ltd. 

事業の内容              自動車内装部品製造販売 

②企業結合日 

平成24年８月31日（予定） 

③企業結合の法的形式 

少数株主からの株式取得による完全子会社化 

④結合後企業の名称 

R-TEK Ltd. 

⑤その他取引の概要に関する事項 

欧州市場においても自動車メーカーの成長戦略に基づき生産量拡大が見込まれることを受

け、英国での事業基盤を強化してお客様のご要請に応えていくためにも、R-TEK Ltd.の全

株式を取得し、完全子会社化することにいたしました。 

 

(2)実施する会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引として会計

処理を行う予定であります。 

 

(3)子会社株式の追加取得に関する事項 

①取得原価及びその内訳 

現時点では確定しておりません。 

②発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

現時点では確定しておりません。 

 


