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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 526,217 13.7 15,366 △1.8 12,218 △20.5 4,880 △42.2

24年3月期第2四半期 462,772 △0.9 15,647 △7.2 15,368 △7.0 8,448 △5.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △7,057百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 897百万円 （―％）

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2四半期 14.28 ―

24年3月期第2四半期 24.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 908,592 331,785 34.5
24年3月期 959,674 342,340 33.8

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  313,550百万円 24年3月期  324,256百万円

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  ：  有  
 

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00

25年3月期 ― 7.00

25年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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、対前期増減率） 

（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

通期 1,050,000 △0.3 27,000 △24.3 21,000 △45.7 4,000 △69.9 11.70



(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）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別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、四半期決算短信 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あり、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せん。 

※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は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信 添付資料 2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」をご参照下さい。 

※  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2Q 342,186,307 株 24年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 291,422 株 24年3月期 290,116 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 341,895,668 株 24年3月期2Q 341,897,794 株
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当第２四半期累計期間における世界経済は、欧州での債務問題を背景とした景気の低迷が、中国など

新興国の景気の減速にも広がり、また、米国においても景気回復のペースが遅く、先行きの下振れリス

クが強まってまいりました。日本経済においては、東日本大震災からの復興需要や、エコカー補助金に

よる自動車販売の増加等、景気回復の兆しが見られました。しかしながら、エコカー補助金の終了や個

人消費に停滞感が現れるなど、先行きの不透明感が強くなってまいりました。 

 このような状況の中で、当社グループの平成25年３月期第２四半期の連結業績は、売上高は5,262億

17百万円と前年同期に比べ634億44百万円、率にして13.7％の増収となりました。 

 セグメント別に見ますと、「機械器具部品」におきましては、エコカー補助金による自動車販売の増

加によりステアリングの販売が大幅に増加し、第２四半期の売上高は、前年同期に比べ583億18百万

円、率にして14.8％増収の4,531億90百万円となりました。 

 「工作機械」におきましては、日本、北米での需要が好調であったため、売上高は前年同期に比べ51

億25百万円、率にして7.5％増収の730億26百万円となりました。 

 営業利益につきましては、売上高増加による効果はあったものの、売価水準の低下による影響が大き

く、前年同期に比べ２億81百万円減益の153億66百万円となりました。経常利益につきましては為替差

損の増加等により、前年同期に比べ31億50百万円減益の122億18百万円となりました。また、四半期純

利益につきましても前年同期に比べ35億67百万円減益の48億80百万円となりました。 

  

  

当第２四半期における総資産は有価証券の減少等により、9,085億92百万円と前期末に比べ510億81百

万円の減少となりました。負債につきましても、有利子負債の削減等により、5,768億７百万円と前期

末に比べ405億26百万円減少となりました。また純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等によ

り、前期末に比べ105億55百万円減少の3,317億85百万円となりました。  

  

  

平成24年７月31日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想につきまして、欧州債務問

題を背景とした需要の低迷、中国での自動車販売の減少等により、売上高を１兆500億円、営業利益を

270億円、経常利益を210億円、当期純利益を40億円に修正しております。  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（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。 

  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ212百万円増加しております。 

  

  

  

  

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

（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）
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３．四半期連結財務諸表等
（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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 55,659 56,085

受取手形及び売掛金 210,771 204,149

有価証券 93,034 48,034

たな卸資産 154,575 150,166

その他 51,095 48,926

貸倒引当金 △859 △806

流動資産合計 564,277 506,556

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 135,768 135,932

その他（純額） 172,521 183,268

有形固定資産合計 308,290 319,200

無形固定資産 7,784 7,448

投資その他の資産 79,322 75,387

固定資産合計 395,396 402,036

資産合計 959,674 908,592

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 208,473 201,967

短期借入金 87,315 61,369

1年内返済予定の長期借入金 25,401 20,006

未払法人税等 5,936 4,350

役員賞与引当金 453 266

製品保証引当金 3,422 3,405

その他 75,330 71,786

流動負債合計 406,333 363,152

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 102,390 106,444

退職給付引当金 58,853 58,000

役員退職慰労引当金 2,913 1,277

環境対策引当金 708 676

負ののれん 1,096 793

その他 5,036 6,461

固定負債合計 211,000 213,654

負債合計 617,333 576,807
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 200,802 202,605

自己株式 △383 △384

株主資本合計 354,247 356,050

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,968 7,798

為替換算調整勘定 △40,960 △50,297

その他の包括利益累計額合計 △29,991 △42,499

少数株主持分 18,084 18,235

純資産合計 342,340 331,785

負債純資産合計 959,674 908,592
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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２四半期連結累計期間

(単位 百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30日)

売上高 462,772 526,217

売上原価 394,575 457,069

売上総利益 68,196 69,147

販売費及び一般管理費 52,549 53,781

営業利益 15,647 15,366

営業外収益

受取利息 364 320

受取配当金 408 482

持分法による投資利益 746 611

その他 2,962 2,166

営業外収益合計 4,481 3,581

営業外費用

支払利息 1,529 1,435

為替差損 1,426 2,061

その他 1,803 3,231

営業外費用合計 4,760 6,728

経常利益 15,368 12,218

特別利益

固定資産売却益 34 66

負ののれん発生益 168 78

有価証券売却益 － 742

特別利益合計 202 887

特別損失

固定資産除却損 383 546

減損損失 433 85

災害による損失 3,298 －

反ダンピング税過年度精算額 282 477

その他 315 458

特別損失合計 4,713 1,568

税金等調整前四半期純利益 10,858 11,537

法人税等 1,689 5,643

少数株主損益調整前四半期純利益 9,168 5,893

少数株主利益 720 1,013

四半期純利益 8,448 4,880

(株)ジェイテクト(6473) 平成25年3月期 第2四半期決算短信

― 6 ―



  

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位 百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 9,168 5,893

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,564 △3,181

為替換算調整勘定 △5,252 △9,828

持分法適用会社に対する持分相当額 △454 58

その他の包括利益合計 △8,271 △12,951

四半期包括利益 897 △7,057

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 424 △7,627

少数株主に係る四半期包括利益 472 570
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該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 394,871 67,901 462,772

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 201 8,790 8,991

計 395,072 76,691 471,764

セグメント利益 10,323 5,440 15,763

利 益 金 額

報告セグメント計 15,763

セグメント間取引消去 △116

四半期連結損益計算書の営業利益 15,647
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 453,190 73,026 526,217

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 272 13,093 13,365

計 453,463 86,119 539,582

セグメント利益 8,865 6,460 15,325

利 益 金 額

報告セグメント計 15,325

セグメント間取引消去 40

四半期連結損益計算書の営業利益 15,366

（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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