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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 11,516 18.4 1,124 107.8 1,169 102.2 772 72.8
24年3月期第1四半期 9,723 △7.3 541 △42.7 578 △36.9 447 △28.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 542百万円 （13.7％） 24年3月期第1四半期 476百万円 （△17.4％）

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 26.33 ―
24年3月期第1四半期 15.23 ―

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 47,551 23,405 47.7 772.60
24年3月期 48,212 23,077 46.4 762.82
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  22,669百万円 24年3月期  22,382百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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) 22,000 1.5 1,700 0.9 1,700 △2.1 1,100 △18.1 37.49
通期 44,500 △0.6 3,300 △12.6 3,300 △14.4 2,100 △16.1 71.57



(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  ：  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財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※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】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   ：  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 29,424,635 株 24年3月期 29,424,635 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 82,926 株 24年3月期 82,421 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 29,341,966 株 24年3月期1Q 29,343,260 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いて、当社グループの関連するトラック製造業界では、国内においてはエコカ

ー補助金や震災の復興需要もあり、普通トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数は、15,310台と前年同期

比228.5％の増加となりました。 

また、海外市場への輸出も、アジアを中心に堅調な需要に支えられ、順調に推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間における連結売上高は、115億16百万円

（前年同期比18.4％増）となりました。損益面におきましては、連結営業利益は11億24百万円（前年同期比

107.8％増）、連結経常利益は11億69百万円（前年同期比102.2％増）、連結四半期純利益は７億72百万円（前年

同期比72.8％増）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。 

 日本における自動車部品等製造事業は、売上高は95億40百万円（前年同期比20.3％増）、営業利益は10億66百

万円（前年同期比86.6％増）、不動産賃貸事業の売上高は前年同期と同額の売上高１億34百万円、営業利益は53

百万（前年同期比8.8％増）となりました。 

 また、アジアにおける売上高は21億76百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は２億68百万円（前年同期比

22.8％増）、北米における売上高は２億69百万円（前年同期比55.8％増）、営業損失は８百万円（前年同期は営

業損失26百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産については、前年度末比1.4％減の475億51百万円（前連結会計年度末は、482億12百万円）となり６億

61百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、出資金の増加４億96百万円、現金及び預金の減

少６億45百万円、受取手形及び売掛金の減少１億94百万円、減価償却費を中心とした有形固定資産の減少２億24

百万円及び投資有価証券の減少２億36百万円を加味したことによるものであります。 

（負債） 

 負債については、前年度末比3.9％減の241億46百万円（前連結会計年度末は、251億35百万円）となり９億88

百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の減少２億62百万円、賞与引当

金の減少３億63百万円、長期借入金の減少３億80百万円を加味したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比1.4％増の234億５百万円（前連結会計年度末は、230億77百万円）となり３億27

百万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（５億67百万円）に、

株価下落等の影響によるその他有価証券評価差額金の減少１億49百万円を加味したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前年度末46.4％から47.7％となりました。 

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 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、前回公表時（平成24年５月11日）から、

近の受注動向を鑑み、下記のとおり修正致しました。 

  

 平成25年３月期 第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

（単位：百万円） 

  

 平成25年３月期 通期連結業績予想数値の修正 

                   （単位：百万円）  

  

（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。 

  

  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 

前回発表予想 （A）  23,000 1,700 1,700  1,100 37円49銭

今回修正予想 （B）  22,000  1,700  1,700  1,100 37円49銭

増減額 （B－A）  △1,000  －  －  － －

増減率 (%) % △4.3  －  －  － －

  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 

前回発表予想 （A）  45,500  3,300  3,300  2,100 71円57銭

今回修正予想 （B）  44,500  3,300  3,300  2,100 71円57銭

増減額 （B－A）  △1,000  －  －  － －

増減率 (%) % △2.2  －  －  － －

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 2,726 2,081

受取手形及び売掛金 11,703 11,509

商品及び製品 906 842

仕掛品 890 794

原材料及び貯蔵品 1,217 1,193

繰延税金資産 428 522

その他 409 366

貸倒引当金 △26 △25

流動資産合計 18,255 17,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,088 17,095

減価償却累計額 △8,075 △8,209

建物及び構築物（純額） 9,013 8,885

機械装置及び運搬具 24,679 24,651

減価償却累計額 △18,998 △19,078

機械装置及び運搬具（純額） 5,681 5,572

土地 9,926 9,916

建設仮勘定 895 935

その他 7,066 6,984

減価償却累計額 △6,316 △6,252

その他（純額） 750 732

有形固定資産合計 26,267 26,042

無形固定資産   

ソフトウエア 60 57

その他 56 59

無形固定資産合計 117 116

投資その他の資産   

投資有価証券 2,090 1,854

関係会社社債 683 683

出資金 228 725

繰延税金資産 299 394

その他 385 561

貸倒引当金 △16 △17

投資損失引当金 △98 △93

投資その他の資産合計 3,572 4,107

固定資産合計 29,957 30,267

資産合計 48,212 47,551



（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 6,830 6,567

短期借入金 2,749 2,552

1年内償還予定の社債 200 200

リース債務 98 98

未払法人税等 766 435

賞与引当金 707 343

役員賞与引当金 100 12

設備関係支払手形 542 575

その他 1,180 1,828

流動負債合計 13,175 12,614

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 2,153 1,773

リース債務 158 145

繰延税金負債 280 268

再評価に係る繰延税金負債 2,694 2,694

退職給付引当金 2,614 2,632

長期前受金 465 458

長期預り保証金 2,020 1,987

長期預り敷金 1,344 1,344

その他 27 27

固定負債合計 11,959 11,531

負債合計 25,135 24,146

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617 4,617

資本剰余金 250 250

利益剰余金 12,650 13,217

自己株式 △28 △28

株主資本合計 17,489 18,056

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 560 410

土地再評価差額金 5,008 5,008

為替換算調整勘定 △674 △805

その他の包括利益累計額合計 4,893 4,613

少数株主持分 694 735

純資産合計 23,077 23,405

負債純資産合計 48,212 47,551



（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 9,723 11,516

売上原価 8,404 9,556

売上総利益 1,319 1,959

販売費及び一般管理費 778 835

営業利益 541 1,124

営業外収益   

受取利息 0 2

受取配当金 7 9

作業くず売却益 34 31

為替差益 6 21

投資損失引当金戻入額 21 4

その他 23 13

営業外収益合計 93 82

営業外費用   

支払利息 52 35

その他 3 2

営業外費用合計 56 37

経常利益 578 1,169

特別利益   

固定資産売却益 7 0

特別利益合計 7 0

特別損失   

固定資産売却損 － 7

固定資産廃棄損 2 1

特別損失合計 2 9

税金等調整前四半期純利益 583 1,161

法人税、住民税及び事業税 234 468

法人税等調整額 △129 △124

法人税等合計 104 343

少数株主損益調整前四半期純利益 478 817

少数株主利益 31 44

四半期純利益 447 772



（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 478 817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 76 △149

繰延ヘッジ損益 2 －

為替換算調整勘定 △80 △125

その他の包括利益合計 △1 △274

四半期包括利益 476 542

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 444 492

少数株主に係る四半期包括利益 32 50



 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） 

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）

（注）１．セグメント利益の調整額△271百万円には、セグメント間取引消去△11百万円と、各セグメントに配分してい

ない全社費用△260百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社総務部門

等に係る費用であります。 

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。 

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） 

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）

（注）１．セグメント利益の調整額△255百万円には、セグメント間取引消去22百万円と、各セグメントに配分していな

い全社費用△278百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社総務部門等

に係る費用であります。 

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。 

   

   

 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）セグメント情報等

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  7,867  134  1,551  170  9,723  －  9,723

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 65  －  453  2  521  (521)  －

計  7,932  134  2,005  173  10,245  (521)  9,723

セグメント利益又は 

損失（△） 
 571  49  218  △26  813  (271)  541

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  9,435  134  1,679  266  11,516  －  11,516

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 104  －  497  3  605  (605)  －

計  9,540  134  2,176  269  12,121  (605)  11,516

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,066  53  268  △8  1,380  (255)  1,124

（５）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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