
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）
（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 193,570 14.6 2,391 △2.0 2,177 △24.4 1,429 6.6
24年３月期第１四半期 168,865 △9.4 2,441 △45.4 2,880 △34.0 1,340 △12.9

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 2,610百万円( 14.8％) 24年３月期第１四半期 2,274百万円( 11.0％)

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 5.33 －
24年３月期第１四半期 5.00 －

（２）連結財政状態

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 343,450 134,142 36.0
24年３月期 339,389 132,569 36.0

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 123,663百万円 24年３月期 122,060百万円

２．配当の状況

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 － 3.75 － 3.75 7.50
25年３月期 －

25年３月期(予想) 3.75 － 3.75 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) － － － － － － － － －

通期 810,000 3.5 26,000 18.4 25,000 13.5 15,000 △38.2 55.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

(注）第２四半期（累計）に係る業績予想は行っておりません。



  

 
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    

     

     

     

 

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 273,241,631株 24年３月期 273,241,631株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 5,281,703株 24年３月期 5,280,535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 267,960,352株 24年３月期１Ｑ 267,970,914株

※ 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、四半期決算短信添付資料２ページ「連結業
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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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いては、東日本大震災の影響を受けた前年から、サプライチェーンの

回復が大きく進んだことにより、日本国内を中心として、前年同期比で売上高を伸ばすことができまし

た。利益面につきましては、新興国でのビジネス拡大等に伴うコストの発生や、製品競争力の強化に向

けた開発費の増加、さらには、前年を上回る円高進行による為替影響等がありましたものの、ほぼ前年

同期並みの営業利益を確保いたしました。 

当社グループの業績は、売上高が1,935億円となり前年同期と比較して247億円（14.6％）の増収とな

りました。 

営業利益は23億９千万円となり前年同期と比較して４千万円（2.0％）の減益となりました。 

経常利益は、デリバティブ収益が18億９千万円増加したものの、為替差損が23億円増加したこと等の

影響により21億７千万円となり、前年同期と比較して７億円（24.4％）の減益となりました。 

四半期純利益は、法人税等が５億１千万円増加したものの、災害による損失が10億５千万円減少した

こと等の影響により14億２千万円となり、前年同期と比較して８千万円（6.6％）の増益となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べて36億１千万円増加し2,119億３千万円となりました。これは主に

受取手形及び売掛金が81億５千万円増加し、現金及び預金が47億９千万円減少したこと等によるもので

す。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて４億４千万円増加し1,315億１千万円となりました。これは主に

建設仮勘定が７億９千万円、投資有価証券が５億６千万円増加し、機械装置及び運搬具（純額）が４億

７千万円減少したこと等によるものです。 

 

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて24億７千万円増加し1,887億３千万円となりました。これは主に

短期借入金が71億８千万円増加し、支払手形及び買掛金が49億８千万円減少したこと等によるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて１千万円増加し205億７千万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて15億７千万円増加し1,341億４千万円となりました。 

これは主に為替換算調整勘定が17億１千万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 

当年度の業績予想については、概ね予想の範囲内で推移しているため、平成24年５月11日の決算発表

時の連結業績予想を変更しておりません。 

また、業績管理を年次で行っているため、第２四半期連結累計期間に係る業績予想は行っておりませ

ん。 
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※業績見通しについて 

①為替水準は１ドル＝82円、１ユーロ＝105円を前提としております。 

②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。 

 

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 

 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 

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。 

 

(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。 
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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 14,077 9,284 

受取手形及び売掛金 128,874 137,030 

商品及び製品 9,851 9,948 

仕掛品 4,360 4,190 

原材料及び貯蔵品 23,778 24,255 

繰延税金資産 4,727 4,892 

その他 22,983 22,667 

貸倒引当金 △334 △331 

流動資産合計 208,320 211,936 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,203 32,067 

機械装置及び運搬具（純額） 48,206 47,732 

土地 17,100 17,135 

建設仮勘定 7,986 8,782 

その他（純額） 9,027 9,231 

有形固定資産合計 114,524 114,949 

無形固定資産   

のれん 141 136 

ソフトウエア 4,196 3,880 

ソフトウエア仮勘定 986 985 

その他 300 292 

無形固定資産合計 5,625 5,294 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,699 9,267 

繰延税金資産 1,620 1,503 

その他 602 500 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 10,919 11,269 

固定資産合計 131,069 131,513 

資産合計 339,389 343,450 
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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 126,703 121,716 

短期借入金 22,745 29,931 

未払費用 18,827 21,192 

未払法人税等 1,730 1,472 

工場再編損失引当金 9 8 

その他 16,242 14,409 

流動負債合計 186,259 188,731 

固定負債   

長期借入金 3,951 4,028 

繰延税金負債 3,131 3,283 

退職給付引当金 8,803 8,585 

製品保証引当金 3,360 3,369 

その他 1,314 1,310 

固定負債合計 20,560 20,576 

負債合計 206,819 209,307 

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,456 41,456 

資本剰余金 59,638 59,638 

利益剰余金 53,088 53,513 

自己株式 △3,731 △3,732 

株主資本合計 150,451 150,875 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58 34 

在外子会社土地再評価差額金 293 293 

在外子会社未積立年金債務 △6,766 △7,276 

為替換算調整勘定 △21,976 △20,263 

その他の包括利益累計額合計 △28,391 △27,211 

少数株主持分 10,509 10,479 

純資産合計 132,569 134,142 

負債純資産合計 339,389 343,450 
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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 168,865 193,570 

売上原価 156,437 179,920 

売上総利益 12,427 13,650 

販売費及び一般管理費   

運搬費 492 557 

製品保証引当金繰入額 215 547 

貸倒引当金繰入額 － 14 

給料手当及び賞与 3,631 4,002 

退職給付引当金繰入額 135 147 

支払手数料 1,543 2,142 

その他 3,968 3,846 

販売費及び一般管理費合計 9,986 11,258 

営業利益 2,441 2,391 

営業外収益   

受取利息 76 53 

受取配当金 2 3 

持分法による投資利益 231 186 

デリバティブ収益 432 2,327 

その他 256 151 

営業外収益合計 999 2,721 

営業外費用   

支払利息 71 78 

為替差損 368 2,671 

その他 119 186 

営業外費用合計 559 2,935 

経常利益 2,880 2,177 

特別利益   

固定資産売却益 6 64 

その他 4 13 

特別利益合計 10 78 

特別損失   

固定資産売却損 7 67 

固定資産除却損 55 10 

災害による損失 1,059 － 

その他 36 2 

特別損失合計 1,158 80 

税金等調整前四半期純利益 1,732 2,175 

法人税等 274 789 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,458 1,385 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 118 △43 

四半期純利益 1,340 1,429 
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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 1,458 1,385 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32 △54 

在外子会社未積立年金債務 △279 △510 

為替換算調整勘定 982 1,362 

持分法適用会社に対する持分相当額 80 428 

その他の包括利益合計 815 1,225 

四半期包括利益 2,274 2,610 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,060 2,608 

少数株主に係る四半期包括利益 214 2 
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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)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高        

  外部顧客への売上高 81,780 34,430 19,594 33,059 168,865 － 168,865 

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

7,966 81 29 3,227 11,304 △11,304 － 

計 89,747 34,512 19,623 36,286 180,170 △11,304 168,865 

セ グメ ント 利益 又は 損失
（△）（営業利益） 

△331 1,131 277 1,382 2,459 △18 2,441 

(注)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、メキシコ 

欧州：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 

 

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 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 日本 米州 欧州 アジア 計 

売上高        

  外部顧客への売上高 94,132 44,374 18,951 36,113 193,570 － 193,570 

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

10,270 15 45 3,561 13,893 △13,893 － 

計 104,402 44,389 18,996 39,675 207,464 △13,893 193,570 

セグメント利益（営業利益） 1,077 455 104 709 2,346 45 2,391 

(注)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

米州：米国、メキシコ、ブラジル 

欧州：ヨーロッパ諸国、ロシア 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 
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(5)  四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係に関する注記 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次

の通りであります。 

 
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) 

減価償却費 5,508百万円 4,672百万円 

 

(6) 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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