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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 12,702 11.7 277 ― 233 ― 143 ―
24年3月期第1四半期 11,367 0.8 △53 ― △67 ― △104 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 73百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △101百万円 （―％）

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 3.19 ―
24年3月期第1四半期 △2.33 ―

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 46,558 19,602 42.1
24年3月期 46,995 19,619 41.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  19,602百万円 24年3月期  19,619百万円

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

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) 26,100 5.4 430 1.7 420 9.1 250 290.6 5.58
通期 53,200 0.5 1,130 39.7 1,070 52.4 650 162.1 14.50



(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  

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想の利用にあたっての注意事項等については、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。 

※  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 45,000,000 株 24年3月期 45,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 162,769 株 24年3月期 162,521 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 44,837,355 株 24年3月期1Q 44,839,317 株
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当第１四半期におけるわが国経済は、企業の生産および収益の改善に加え、震災復興のための公共投資
や環境対応車普及促進対策費補助金の効果による堅調な個人消費などに支えられ、景気は緩やかな回復傾
向で推移いたしました。 
また、海外経済は、米国経済やアジア経済で緩やかな回復が見られるものの、欧州経済では足踏み状態

にあり、全体としては本格的な回復に至らないまま推移いたしました。 
この結果、売上高は127億２百万円（前年同四半期113億67百万円の11.7％増）となりました。 

  損益面におきましては、営業利益は２億77百万円（前年同四半期53百万円の営業損失）、経常利益は２
億33百万円（前年同四半期67百万円の経常損失）となり、税金費用を控除した結果、四半期純利益は１億
43百万円（前年同四半期１億４百万円の四半期純損失）となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は170億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百
万円減少いたしました。これは主に製品が３億５百万円増加したのに対し、現金及び預金が１億27百万
円、受取手形及び売掛金が１億12百万円、仕掛品が85百万円それぞれ減少したことなどによるものであり
ます。 
 固定資産は294億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億50百万円減少いたしました。これは主
に有形固定資産が２億72百万円減少したことなどによるものであります。 
 この結果、総資産は、465億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億37百万円減少いたしまし
た。 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は188億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億
24百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が４億67百万円減少したのに対し、短期借入
金が８億80百万円、未払費用が２億85百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。 
 固定負債は80億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億46百万円減少いたしました。これは主に
長期借入金が13億94百万円減少したことなどによるものであります。 
  この結果、負債合計は、269億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億21百万円減少いたしまし
た。  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は196億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ16
百万円減少いたしました。これは主に四半期純利益の計上１億43百万円、配当金の支払い89百万円により
利益剰余金が53百万円増加したのに対し、その他の包括利益累計額が69百万円減少したことなどによるも
のであります。 
  この結果、自己資本比率は42.1％（前連結会計年度末は41.7％）となりました。  

  

当第１四半期の連結実績は現時点では、概ね見込みどおり推移しており、第２四半期（累計）および通
期の連結業績予想は平成24年５月11日公表の予想数値に変更はありません。 
 なお、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。 

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

資産、負債および純資産の状況

(a)資産

(b)負債

(C)純資産

（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
算する方法を採用しております。ただし、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をとっております。 
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。 

  

（会計上の見積の変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
一部の連結子会社は、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。  
なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。  

  

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

（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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 4,396,443 4,268,928

受取手形及び売掛金 8,727,675 8,615,481

製品 1,202,207 1,507,539

仕掛品 428,284 342,523

原材料及び貯蔵品 1,347,434 1,343,873

前払費用 44,001 44,391

未収入金 319,851 226,677

繰延税金資産 411,371 411,364

その他 286,874 316,390

貸倒引当金 △2,170 △2,100

流動資産合計 17,161,973 17,075,070

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,134,539 25,149,370

減価償却累計額 △13,807,516 △13,996,549

建物及び構築物（純額） 11,327,022 11,152,821

機械装置及び運搬具 59,415,120 59,767,281

減価償却累計額 △49,296,997 △49,781,110

機械装置及び運搬具（純額） 10,118,123 9,986,171

土地 5,799,502 5,799,502

建設仮勘定 133,714 177,781

その他 5,951,785 6,031,396

減価償却累計額 △5,220,713 △5,310,756

その他（純額） 731,072 720,639

有形固定資産合計 28,109,435 27,836,916

無形固定資産 214,959 225,579

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244,885 1,166,002

繰延税金資産 47,871 47,871

その他 219,380 209,325

貸倒引当金 △2,600 △2,600

投資その他の資産合計 1,509,537 1,420,599

固定資産合計 29,833,931 29,483,096

資産合計 46,995,904 46,558,167
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(単位：千円)

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 9,147,128 8,679,599

短期借入金 4,898,000 5,778,000

未払費用 2,449,138 2,734,981

未払法人税等 44,872 105,836

未払消費税等 144,253 153,210

設備関係支払手形 96,702 220,490

設備関係未払金 908,659 978,638

その他 182,689 245,687

流動負債合計 17,871,445 18,896,444

固定負債   

長期借入金 6,807,000 5,412,500

繰延税金負債 564,732 557,280

再評価に係る繰延税金負債 1,009,880 1,009,880

退職給付引当金 436,327 404,397

環境対策引当金 474,506 474,506

その他 212,891 200,588

固定負債合計 9,505,337 8,059,153

負債合計 27,376,783 26,955,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,480,000 1,480,000

資本剰余金 9,510,553 9,510,553

利益剰余金 7,335,450 7,388,517

自己株式 △19,137 △19,176

株主資本合計 18,306,865 18,359,894

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,352 35,283

繰延ヘッジ損益 △8,843 －

土地再評価差額金 1,544,554 1,544,554

為替換算調整勘定 △275,807 △337,163

その他の包括利益累計額合計 1,312,255 1,242,674

純資産合計 19,619,121 19,602,568

負債純資産合計 46,995,904 46,558,167
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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：千円)

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 11,367,945 12,702,640

売上原価 10,608,672 11,519,865

売上総利益 759,272 1,182,774

販売費及び一般管理費 813,120 905,723

営業利益又は営業損失（△） △53,847 277,051

営業外収益   

受取配当金 3,720 3,223

固定資産賃貸料 12,732 13,804

持分法による投資利益 11,234 8,205

助成金収入 39,041 －

その他 9,219 7,091

営業外収益合計 75,947 32,324

営業外費用   

支払利息 58,167 42,309

賃貸費用 16,222 18,188

シンジケートローン手数料 5,869 7,941

その他 9,037 7,165

営業外費用合計 89,296 75,604

経常利益又は経常損失（△） △67,196 233,771

特別利益   

固定資産売却益 － 355

特別利益合計 － 355

特別損失   

固定資産除却損 93 335

災害による損失 119,190 －

特別損失合計 119,284 335

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（△）

△186,481 233,791

法人税等 △82,082 90,783

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（△）

△104,399 143,008

四半期純利益又は四半期純損失（△） △104,399 143,008
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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：千円)

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△104,399 143,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 877 △33,068

繰延ヘッジ損益 11,707 8,843

為替換算調整勘定 △9,732 △61,355

持分法適用会社に対する持分相当額 － 15,999

その他の包括利益合計 2,852 △69,581

四半期包括利益 △101,546 73,426

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,546 73,426
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該当事項はありません。 

  

  

当社グループは、自動車用等関連部品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
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

（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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