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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 14,547 △15.3 707 △26.1 903 △17.9 505 △14.5
24年3月期第1四半期 17,175 18.1 958 △3.2 1,100 2.8 590 △18.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 686百万円 （△5.5％） 24年3月期第1四半期 727百万円 （△23.3％）

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 18.34 ―
24年3月期第1四半期 21.46 ―

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 42,363 22,962 52.1
24年3月期 42,605 22,410 50.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  22,080百万円 24年3月期  21,584百万円

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 ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

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) 29,300 △22.2 900 △55.2 1,100 △51.5 500 △61.8 18.16
通期 65,500 △11.0 2,800 △31.0 3,200 △29.5 1,800 △27.3 65.37
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(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レビュー手続の対象外でありますが、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「（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   ：  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 27,573,000 株 24年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 37,211 株 24年3月期 37,101 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 27,535,816 株 24年3月期1Q 27,536,835 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要の本格化に加え、

景気刺激策による政策効果はあるものの、欧州財政危機の影響やそれにともなう円高が高止まりする

中、中国及びインドの経済成長が減速するなど、依然として先行きが不透明な状況の中で推移いたしま

した。 

トラック市場におきましては、国内では復興需要、エコカー補助金・減税等の政策効果により需要は

堅調に推移するとともに、海外でも東南アジアを中心として需要は増大いたしました。 

一方、建設機械市場におきましては、国内では復興関連を中心に需要は増大いたしましたが、海外で

は中国での需要の落ち込みが大きく、回復の兆しが見えない状況が続いております。 

このような情勢下、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ26億２千７百万円減

少し、145億４千７百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

   

当第１四半期連結累計期間の損益面におきましては、自動車用部品等は増収となりましたが、エンジ

ン部品の売上げが大きく落ち込んだ結果、営業利益は前年同四半期と比べ２億５千万円減少し７億７百

万円、経常利益は前年同四半期と比べ１億９千６百万円減少し９億３百万円、四半期純利益は前年同四

半期と比べ８千５百万円減少し５億５百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ７億２千２百万円減少し、206億７千７百万円となりまし

た。これは、主に受取手形及び売掛金が９億２千１百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ４億８千万円増加し、216億８千６百万円となりました。こ

れは、主にリース資産が１億３千９百万円減少したものの、機械装置及び運搬具が２億６千４百万

円、建設仮勘定が３億３千７百万円それぞれ増加したことなどによります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高 
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 4,367 25.4 5,483 37.7 1,115 25.5

エンジン部品 10,620 61.8 6,728 46.2 △3,892 △36.6

計 14,988 87.3 12,211 83.9 △2,776 △18.5

アジア 自動車用部品等 2,186 12.7 2,336 16.1 149 6.8

合計 17,175 100.0 14,547 100.0 △2,627 △15.3

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)

2

自動車部品工業株式会社（7233）平成25年3月期　第1四半期決算短信



  

流動負債は、前連結会計年度末と比べ４億４千６百万円減少し、136億円となりました。これは、

未払金が６億７千８百万円、賞与引当金が２億８千９百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び

買掛金が７億５千２百万円、未払法人税等が７億２千万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ３億４千６百万円減少し、58億１百万円となりました。これ

は、主に長期借入金が３億５千万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ５億５千１百万円増加し、229億６千２百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が３億３千９百万円及び為替換算調整勘定が２億３千万円それぞれ増加した

ことなどによります。 

  

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ７千１百万円減少し、57億４千５百万円となりました。 

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・フローの状況は以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、11億１千６百万円(前年同四

半期は３億５千２百万円の支出)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益８億９千８百万円、減価償却費４億７千８百万円、

売上債権の減少額10憶４千９百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額８億４千６百万円

及び法人税等の支払額11億５千８百万円であります。 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は６億５千８百万円(前年同四半

期に比べ２億７千５百万円の支出増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が６億５千６百万円であったことによるものでありま

す。 

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は５億７千１百万円(前年同四半

期に比べ１億４千６百万円の支出増)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が３億５千万円及び配当金の支払額が１億９千８百万円

であったことによるものであります。 

  

今期の見通しにつきましては、欧州財政危機及び中国の経済成長の減速など、当社を取り巻く経営環境

は当面不透明な状況が続くものと想定しております。 

なお、平成24年５月11日に公表いたしました平成25年３月期の第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、変更はありません。今後の動向により業績予想を修正した場合は速やかに開示

いたします。 

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

（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。 

  

(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

期純利益に及ぼす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 5,817,721 5,745,733

受取手形及び売掛金 12,197,260 11,275,500

たな卸資産 2,518,467 2,593,993

その他 866,301 1,062,263

流動資産合計 21,399,750 20,677,491

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,124,506 6,388,997

土地 10,882,077 10,895,914

その他（純額） 2,804,269 3,080,929

有形固定資産合計 19,810,853 20,365,841

無形固定資産   

借地権 85,893 86,574

その他 15,881 15,496

無形固定資産合計 101,774 102,071

投資その他の資産 1,293,229 1,218,524

固定資産合計 21,205,857 21,686,437

資産合計 42,605,608 42,363,928

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,534,261 8,781,544

短期借入金 974,856 972,874

未払法人税等 1,204,885 484,835

賞与引当金 568,177 858,157

その他 1,764,492 2,502,595

流動負債合計 14,046,673 13,600,008

固定負債   

長期借入金 1,000,000 650,000

再評価に係る繰延税金負債 3,584,685 3,584,685

退職給付引当金 1,404,230 1,417,331

その他 159,215 149,771

固定負債合計 6,148,130 5,801,787

負債合計 20,194,804 19,401,796
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 11,961,958 12,301,787

自己株式 △13,680 △13,740

株主資本合計 15,696,214 16,035,983

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 293,538 218,570

土地再評価差額金 6,449,315 6,449,315

為替換算調整勘定 △854,090 △623,851

その他の包括利益累計額合計 5,888,762 6,044,034

少数株主持分 825,826 882,115

純資産合計 22,410,803 22,962,132

負債純資産合計 42,605,608 42,363,928
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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 17,175,066 14,547,714

売上原価 15,568,300 13,188,102

売上総利益 1,606,766 1,359,612

販売費及び一般管理費   

運送費 65,646 60,487

給料及び手当 202,312 230,603

賞与引当金繰入額 45,342 49,582

退職給付引当金繰入額 8,130 12,832

減価償却費 27,601 31,346

賃借料 6,514 2,557

租税公課 19,641 18,188

試験研究費 7,331 11,300

その他 265,938 234,842

販売費及び一般管理費合計 648,460 651,741

営業利益 958,306 707,870

営業外収益   

受取利息 2,612 1,408

受取配当金 3,667 3,540

スクラップ売却益 74,166 72,792

為替差益 35,490 74,021

その他 55,645 58,928

営業外収益合計 171,582 210,690

営業外費用   

支払利息 11,672 7,231

支払手数料 4,792 4,580

外国源泉税 9,504 －

その他 3,339 2,847

営業外費用合計 29,309 14,660

経常利益 1,100,579 903,900

特別利益   

固定資産売却益 － 145

特別利益合計 － 145

特別損失   

固定資産売却損 － 109

固定資産除却損 1,380 5,124

特別損失合計 1,380 5,234

税金等調整前四半期純利益 1,099,198 898,812

法人税、住民税及び事業税 585,132 438,229

法人税等調整額 △145,459 △70,956

法人税等合計 439,672 367,273
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（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 659,525 531,539

少数株主利益 68,631 26,494

四半期純利益 590,893 505,044

8

自動車部品工業株式会社（7233）平成25年3月期　第1四半期決算短信



 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 659,525 531,539

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,933 △74,967

為替換算調整勘定 64,641 230,239

その他の包括利益合計 67,575 155,271

四半期包括利益 727,100 686,811

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 658,468 660,316

少数株主に係る四半期包括利益 68,631 26,494
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 1,099,198 898,812

減価償却費 467,408 478,088

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,353 3,811

受取利息及び受取配当金 △6,280 △4,949

支払利息 11,672 7,231

為替差損益（△は益） △35,490 △74,021

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,380 5,088

売上債権の増減額（△は増加） △376,954 1,049,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,647 6,539

仕入債務の増減額（△は減少） △899,350 △846,458

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,279 77,818

その他 624,326 683,421

小計 787,337 2,284,956

利息及び配当金の受取額 6,280 4,949

利息の支払額 △11,822 △14,943

法人税等の支払額 △1,134,625 △1,158,559

営業活動によるキャッシュ・フロー △352,830 1,116,403

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 △381,064 △656,800

有形固定資産の売却による収入 － 225

投資有価証券の取得による支出 △1,509 △1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,573 △658,079

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △250,000 △350,000

自己株式の取得による支出 △284 △60

配当金の支払額 △82,611 △165,215

少数株主への配当金の支払額 △36,461 △33,572

その他 △56,143 △22,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,499 △571,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,525 41,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,137,378 △71,987

現金及び現金同等物の期首残高 4,477,871 5,817,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,340,492 5,745,733
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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） 

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) 

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）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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