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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 12,584 10.1 920 △0.2 776 △4.8 1,024 111.1
24年3月期第1四半期 11,431 △0.3 922 7.1 815 31.0 485 22.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,464百万円 （86.8％） 24年3月期第1四半期 783百万円 （60.4％）

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 12.47 12.46
24年3月期第1四半期 5.91 5.90

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 59,982 19,996 30.8
24年3月期 59,817 18,897 29.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  18,485百万円 24年3月期  17,407百万円

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 ― 3.00 3.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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) 24,000 0.2 1,650 △11.3 1,400 △7.2 1,300 △1.3 15.82
通期 49,000 △0.3 3,500 △9.0 3,000 △10.1 2,300 △44.1 28.00



(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）  ：  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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当する変更を行っております。 
詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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ます。なお、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
業績は様々な要因により異なる可能性があります。 

※  注記事項

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   ：  有

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 83,741,579 株 24年3月期 83,741,579 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,583,382 株 24年3月期 1,611,910 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 82,136,590 株 24年3月期1Q 82,132,342 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要等を背景に緩やかに持ち直し

つつあるものの、世界経済は欧州諸国の債務問題等により減速感が広がりました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー

補助金等の効果を受け生産が増加し、引き続き受注が堅調に推移したことから、売上高は125億84百万

円と前年同四半期比10.1％の増加となりました。

損益面におきましては、為替変動の影響等により、営業利益９億20百万円（前年同四半期比0.2％の

減少）、経常利益７億76百万円（前年同四半期比4.8％の減少）となりました。なお、受取補償金を特

別利益に計上したことにより、四半期純利益は10億24百万円（前年同四半期比111.1％の増加）となり

ました。

なお、セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー補助金等の効果を受け生産

が増加し、引き続き受注が堅調に推移したことにより、売上高は106億40百万円（前年同四半期比8.4％

の増加）、セグメント利益は８億16百万円（前年同四半期比0.1％の増加）となりました。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、円高の影響を受け、売上高は３億87百万円（前年同四半期比26.1％の減

少）となり、セグメント利益は24百万円（前年同四半期比39.1％の減少）となりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は15億55百万円（前年同四半期比42.7％の増加）とな

り、セグメント利益は79百万円（前年同四半期比19.3％の増加）となりました。

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、１億64百万円増加し、

599億82百万円となりました。これは、「現金及び預金」の増加２億11百万円、売上増加に伴う「受取

手形及び売掛金」の増加67百万円、増産に伴う「たな卸資産」の増加１億16百万円、流動資産「その

他」の増加２億１百万円、「有形固定資産」の増加１億45百万円及び「繰延税金資産」の増加１億69百

万円に対し、株価の下落に伴う「投資有価証券」の減少７億86百万円等によるものであります。

（負債）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、９億34百万円減少し、399億86百万円となりまし

た。これは、「有利子負債」の減少２億84百万円及び「支払手形及び買掛金」の減少２億97百万円等に

よるものであります。

（純資産）

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、10億98百万円増加し、199億96百万円となりまし

た。これは、「利益剰余金」の増加７億76百万円及び「為替換算調整勘定」の増加６億64百万円に対

し、株価下落に伴う「その他有価証券評価差額金」の減少３億92百万円等によるものであります。

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
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（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて２億

10百万円増加し、79億７百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは12億76百万円の収入（前年

同四半期比１億24百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が12億90百万円

となったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは５億39百万円の支出（前年

同四半期比１億42百万円の増加）となりました。これは主に固定資産の取得等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは６億57百万円の支出（前年

同四半期比５億41百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金が６億28百万円増加し、長期借

入金を８億72百万円返済し、配当金を１億83百万円支払ったこと等によるものであります。

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想に変更はございません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(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きましては、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。

この変更に伴う影響は軽微であります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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１ 【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 7,722 7,934

受取手形及び売掛金 9,601 9,668

たな卸資産 7,854 7,970

繰延税金資産 578 563

その他 628 829

貸倒引当金 △24 △27

流動資産合計 26,361 26,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,186 8,264

機械装置及び運搬具（純額） 10,966 10,846

土地 4,986 5,004

建設仮勘定 579 692

その他（純額） 741 798

有形固定資産合計 25,460 25,606

無形固定資産合計 953 945

投資その他の資産

投資有価証券 5,611 4,824

長期貸付金 11 10

繰延税金資産 266 451

その他 1,219 1,267

貸倒引当金 △67 △64

投資その他の資産合計 7,041 6,489

固定資産合計 33,456 33,042

資産合計 59,817 59,982

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,037 7,739

短期借入金 5,339 5,932

1年内返済予定の長期借入金 4,661 4,329

リース債務 341 352

未払法人税等 278 238

災害損失引当金 362 285

設備関係支払手形 1,373 1,272

その他 2,770 2,820

流動負債合計 23,165 22,971
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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)

固定負債

長期借入金 12,418 11,882

リース債務 1,724 1,704

繰延税金負債 347 166

退職給付引当金 3,002 3,036

その他 262 226

固定負債合計 17,755 17,014

負債合計 40,920 39,986

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 3,490 4,266

自己株式 △355 △349

株主資本合計 18,849 19,632

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,622 1,230

繰延ヘッジ損益 － 23

為替換算調整勘定 △3,065 △2,400

その他の包括利益累計額合計 △1,442 △1,146

新株予約権 17 13

少数株主持分 1,472 1,497

純資産合計 18,897 19,996

負債純資産合計 59,817 59,982
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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 11,431 12,584

売上原価 8,806 9,795

売上総利益 2,624 2,788

販売費及び一般管理費 1,702 1,868

営業利益 922 920

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 35 38

為替差益 1 －

スクラップ売却益 17 13

助成金収入 － 20

その他 22 15

営業外収益合計 77 88

営業外費用

支払利息 140 106

為替差損 － 94

その他 43 30

営業外費用合計 184 232

経常利益 815 776

特別利益

受取補償金 － 514

特別利益合計 － 514

特別損失

災害による損失 106 －

特別損失合計 106 －

税金等調整前四半期純利益 709 1,290

法人税、住民税及び事業税 96 179

法人税等調整額 67 29

法人税等合計 163 208

少数株主損益調整前四半期純利益 545 1,082

少数株主利益 60 58

四半期純利益 485 1,024
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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 545 1,082

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △121 △392

繰延ヘッジ損益 △0 23

為替換算調整勘定 359 750

その他の包括利益合計 237 381

四半期包括利益 783 1,464

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 689 1,320

少数株主に係る四半期包括利益 93 143
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 709 1,290

減価償却費 963 900

災害損失引当金の増減額（△は減少） △80 △77

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 31

受取利息及び受取配当金 △36 △39

支払利息 140 106

為替差損益（△は益） △1 94

受取補償金 － △514

売上債権の増減額（△は増加） 88 △13

たな卸資産の増減額（△は増加） △219 122

仕入債務の増減額（△は減少） △217 △481

その他 △30 △446

小計 1,368 974

利息及び配当金の受取額 36 39

利息の支払額 △106 △73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145 △177

補償金の受取額 － 514

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,152 1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △277 △520

無形固定資産の取得による支出 △119 △29

その他 △0 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △397 △539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 600 628

長期借入金の返済による支出 △1,709 △872

配当金の支払額 △0 △183

少数株主への配当金の支払額 － △142

その他 △88 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,198 △657

現金及び現金同等物に係る換算差額 85 130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357 210

現金及び現金同等物の期首残高 7,569 7,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,211 7,907
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該当事項はありません。

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）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

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一致しております。

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。

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）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

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一致しております。

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。

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,816 524 10,340 1,090 11,431 － 11,431

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 9,816 524 10,340 1,090 11,431 － 11,431

セグメント利益 815 39 855 67 922 － 922

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 10,640 387 11,028 1,555 12,584 － 12,584

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 10,640 387 11,028 1,555 12,584 － 12,584

セグメント利益 816 24 840 79 920 － 920

（６）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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