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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 4,655 15.8 116 168.3 81 404.8 33 ―

24年3月期第1四半期 4,019 △12.9 43 △71.3 16 △86.1 △59 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 238百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％）

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 1.13 ―

24年3月期第1四半期 △1.97 ―

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 17,522 1,870 8.1 47.51
24年3月期 14,046 1,780 9.7 45.51

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,424百万円 24年3月期  1,364百万円

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 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

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) 9,000 10.4 200 442.0 100 ― 100 ― 3.33
通期 20,000 16.1 700 266.8 500 596.7 300 ― 10.00



(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 

第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細は、
添付資料４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・修正再表示をご覧下さい。 

(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 
本資料に記載されている業績予想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 ―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   ：  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 30,154,411 株 24年3月期 30,154,411 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 171,194 株 24年3月期 164,950 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 29,983,654 株 24年3月期1Q 29,990,103 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、東日本大震災の復興需要や底堅い個人消費需要等

を背景に、緩やかな景気回復基調に転じておりますが、欧州債務問題に端を発した世界的な景気減速懸

念や円高の長期化などの要因により、依然として、先行き不透明な環境が続いております。 

当社グループにおきましても、国内に於いては景気の刺激策により自動車産業は好調に推移するとと

もに、復興需要に係る住宅着工件数も徐々に増加し回復傾向を示しております。又海外ではタイをはじ

めとするアジア地域の好調な需要が継続しました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は4,655百万円(前年同四半期比15.8%増)と増収

となり、利益面では、引き続き経営資源の集中化並びに徹底したコスト削減及び数量増の影響から営業

利益は116百万円(前年同四半期比168%増)、経常利益は81百万円(前年同四半期比405%増)、四半期純利

益は33百万円(前年同四半期は四半期純損失59百万円)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。 

従来、「その他」に含めていた「エンターテイメント事業」については、量的な重要性が増したた

め、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントとして記載する方法に変更しており、前第１四半期

連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 

また、前年同四半期の算定方法につきましても当四半期の区分に組替え後の数値に基づいて算定して

おります。 

 ① 自動車部品事業 

当事業におきましては、国内では景気の刺激策により自動車産業が好調を維持し当社の売上高も

順調に推移しました。タイの連結子会社では、タイ洪水による減産分への回復需要もあり好調を維

持しており売上高につきましては増収となりました。 

この結果、売上高は2,674百万円(前年同四半期比26.5%増)、セグメント利益は124百万円(前年同

半期比63.2%増)となりました。 

 ② 住宅設備・冷機部品事業 

住宅設備事業におきましては、新設住宅及び住宅改修需要は緩やかながら増加しており、事業環

境は好転しつつあり、又今後の震災復興による需要の増加が予想され、事業環境は好転しつつあり

ますが、足元では電力供給の制約等から引き続き予断を許さない状況にあり、マーケットに対応し

た徹底した合理化を継続的に実施しております。 

冷機部品事業におきましては、特にタイの連結子会社では、タイ洪水の被害を受けた顧客の復旧

遅れがあるものの、稼働率の向上やコスト削減努力等により、堅調に推移しております。 

この結果、売上高は1,710百万円(前年同四半期比0.7%減）、セグメント利益は145百万円（前年

同四半期比21.2%減）となりました。 

 ③ 産業機器事業 

当事業におきましては、市場における設備投資計画に再開の動きが見られるものの、本格的な回

復には至っておりません。 

この結果、売上高は84百万円(前年同四半期比28.9%減)、セグメント損失は874千円(前年同四半

期はセグメント利益6百万円)となりました。 

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
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 ④ エンターテイメント事業 

当事業におきましては、需要の回復からエンターテイメント関係等の売上高が増加いたしまし

た。 

この結果、売上高は114百万円(前年同四半期比98.3%増)、セグメント損失は6百万円(前年同四半

期はセグメント損失29百万円）となりました。 

 ⑤ その他 

その他事業におきましては、田植え機の新機種量産に伴い大幅に売上増となりました。 

この結果、売上高は70百万円(前年同四半期比1,084.3%増)、セグメント損失は8百万円(前年同四

半期はセグメント損失23百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は17,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,894百万円

の増加となりました。 

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金増加等により1,360百万円増加し、固定資産が投資その他

の資産の増加等で534百万円増加しました。 

負債では、流動負債が短期借入金の増加等により1,417百万円増加し、固定負債が長期借入金の増加

等により264百万円増加しました。 

純資産では、為替換算調整勘定の増加等により212百万円増加しました。 

  

現時点において、平成24年５月15日公表の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はあ

りません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

   （減価償却方法の変更） 

当社は、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、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

期純利益に与える影響額は軽微であります。  

  

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

（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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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 1,486,759 920,797

受取手形及び売掛金 3,870,734 5,485,969

商品及び製品 305,308 379,091

仕掛品 260,467 270,956

原材料及び貯蔵品 1,033,697 1,130,550

その他 382,596 513,333

貸倒引当金 △7,978 △8,862

流動資産合計 7,331,586 8,691,837

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,901,648 4,983,254

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,225,758 △2,283,313

建物及び構築物（純額） 2,675,889 2,699,940

機械装置及び運搬具 6,357,377 6,556,370

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,549,207 △4,734,733

機械装置及び運搬具（純額） 1,808,170 1,821,637

土地 2,797,790 2,838,666

その他 1,827,934 2,072,387

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,197,571 △1,293,307

その他（純額） 630,363 779,080

有形固定資産合計 7,912,214 8,139,325

無形固定資産   

その他 122,104 130,848

無形固定資産合計 122,104 130,848

投資その他の資産   

その他 490,115 789,514

貸倒引当金 △228,626 △229,425

投資その他の資産合計 261,489 560,089

固定資産合計 8,295,807 8,830,263

資産合計 15,627,394 17,522,101
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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 3,638,761 3,828,115

短期借入金 3,331,363 4,472,992

未払法人税等 38,535 45,748

賞与引当金 － 22,561

1年内償還予定の社債 700,000 700,000

その他 1,130,671 1,187,353

流動負債合計 8,839,331 10,256,771

固定負債   

長期借入金 4,696,116 4,840,104

退職給付引当金 219,950 232,020

役員退職慰労引当金 31,130 33,372

環境対策引当金 5,649 5,649

関係会社整理損失引当金 28,954 26,002

その他 148,238 257,615

固定負債合計 5,130,039 5,394,764

負債合計 13,969,370 15,651,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,021,032 3,021,032

資本剰余金 1,017,451 1,017,451

利益剰余金 △2,363,211 △2,267,080

自己株式 △16,897 △16,939

株主資本合計 1,658,376 1,754,464

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △65,833 △79,017

繰延ヘッジ損益 △8,592 △891

為替換算調整勘定 △362,728 △250,125

その他の包括利益累計額合計 △437,153 △330,034

少数株主持分 436,800 446,135

純資産合計 1,658,023 1,870,565

負債純資産合計 15,627,394 17,522,101
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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 4,019,530 4,655,387

売上原価 3,552,161 4,036,599

売上総利益 467,368 618,787

販売費及び一般管理費 424,074 502,624

営業利益 43,294 116,162

営業外収益   

受取利息 854 1,352

受取配当金 101 102

助成金収入 18,570 15,305

為替差益 9,339 11,608

その他 11,878 4,595

営業外収益合計 40,744 32,965

営業外費用   

支払利息 33,145 61,955

支払手数料 6,921 5,733

その他 27,886 240

営業外費用合計 67,953 67,930

経常利益 16,085 81,197

特別利益   

固定資産売却益 1,018 1,354

関係会社清算益 31,182 －

特別利益合計 32,201 1,354

特別損失   

固定資産売却損 25 －

固定資産除却損 1,596 0

貸倒引当金繰入額 2,225 798

災害による損失 18,396 －

特別損失合計 22,244 798

税金等調整前四半期純利益 26,042 81,753

法人税、住民税及び事業税 49,730 20,128

過年度法人税、住民税及び事業税 △4,054 －

法人税等調整額 14,711 5,885

法人税等合計 60,387 26,014

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（△）

△34,345 55,739

少数株主利益 24,708 21,923

四半期純利益又は四半期純損失（△） △59,054 33,815
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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（△）

△34,345 55,739

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,262 △13,184

繰延ヘッジ損益 △634 7,700

為替換算調整勘定 27,728 126,253

持分変動差額 － 62,315

その他の包括利益合計 28,357 183,085

四半期包括利益 △5,987 238,824

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △31,121 203,250

少数株主に係る四半期包括利益 25,133 35,574
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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) 

  

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 

 
(注)  「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ます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

  

３．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
自動車部品 

事業

住宅設備
・冷機部品

事業

産業機器
事業

エンター
テイメント

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 2,113,798 1,723,153 118,700 57,894 4,013,545 5,984 4,019,530

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

3,268 138,320 ― ― 141,588 ― 141,588

計 2,117,066 1,861,473 118,700 57,894 4,155,134 5,984 4,161,119

セグメント利益 76,512 185,146 6,689 △29,371 238,976 △23,727 215,249

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 238,976

「その他」の区分の利益 △23,727

セグメント間取引消去 △83,544

のれんの償却額 △80

全社費用(注) △112,717

未実現損益調整額 5,143

その他の調整額 1,993

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 26,042
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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 

 
(注)  「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ます。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「エンターテイメント事業」について

量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、

前第１四半期連結累計期間の「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」

に記載しております。 

また、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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失への影響は軽微であります。 

  

４．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。 

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
自動車部品 

事業

住宅設備
・冷機部品

事業

産業機器
事業

エンター
テイメント

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 2,674,836 1,710,505 84,344 114,824 4,584,510 70,876 4,655,387

  セグメント間の内部 
売上高又は振替高

7,713 213,453 ― 272 221,439 ― 221,439

計 2,682,549 1,923,958 84,344 115,096 4,805,950 70,876 4,876,826

セグメント利益 124,897 145,838 △874 △6,660 263,201 △8,440 254,761

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 263,201

「その他」の区分の利益 △8,440

セグメント間取引消去 △19,886

のれんの償却額 ―

全社費用(注) △151,321

未実現損益調整額 3,448

その他の調整額 △5,248

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 81,753
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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
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