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  (百万円未満切捨て）

（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  66,143  10.6  726 △84.3  191  △95.6  966 △58.0

24年３月期第２四半期  59,818 △7.8  4,640 △35.7  4,353  △39.4  2,304 △38.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △1,826百万円（ ％）△175.6   24年３月期第２四半期 2,415百万円 （ ％） 32.7

  
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  30.99 －

24年３月期第２四半期  73.87 －

  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２四半期  114,860  50,652  39.2  1,444.96

24年３月期  110,448  53,399  41.9  1,485.17

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 45,075百万円   24年３月期 46,329百万円 

  
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  － 17.00 － 17.00  34.00

25年３月期  － 20.00   

25年３月期（予想）     － 20.00  40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  126,000  0.6  2,400 △75.9  1,500 △86.0  2,900  △34.6  92.95

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年10月31日）公表いたしました「第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異お

よび通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（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に該当するものであります。詳細

は、添付資料P.3「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 31,200,000株 24年３月期 31,200,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 5,104株 24年３月期 5,104株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 31,194,896株 24年３月期２Ｑ 31,194,918株

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。

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当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）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」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）を取り巻く経済情勢は、米国

において緩やかな景気回復を維持したものの、欧州各国では緊縮財政が続き、中国及びその他の新興国でも経済成長

の減速傾向が見られました。国内では、長引くデフレ、円高及び株価低迷等の懸念もあり、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況が続きました。 

 このような環境の中、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は66,143百万円（前年同期比10.6％増）、営

業損益は726百万円の営業利益（前年同期比84.3％減）となりました。 

 セグメント別の状況につきまして、日本では、主要販売先の増産に伴う販売増により、売上高は18,820百万円（前

年同期比29.5％増）となり、セグメント損益は1,480百万円の利益（前年同期比1,716.2％増）となりました。 

 北米地域は、主要販売先の増産に伴う販売増により、売上高は13,941百万円（前年同期比51.5％増）となり、セグ

メント損益は381百万円の利益（前年同期は281百万円の損失）となりました。 

 欧州地域は、四輪車用製品の販売が減少したこと等により、売上高は2,968百万円（前年同期比17.5％減）とな

り、セグメント損益は343百万円の利益（前年同期比29.6％減）となりました。 

 アジア地域は、四輪車用製品の販売が増加したこと等により、売上高は22,154百万円（前年同期比3.0％増）とな

りましたが、セグメント損益は昨年のタイの洪水被害に関連した代替生産のため多額のコストが発生したこと等によ

り、2,149百万円の損失（前年同期は2,946百万円の利益）となりました。 

 南米地域は、二輪車用製品の販売が減少したこと等により、売上高は8,258百万円（前年同期比24.8％減）とな

り、セグメント損益は623百万円の利益（前年同期比55.8％減）となりました。 

 連結経常利益は191百万円（前年同期比95.6％減）となり、四半期純利益は966百万円（前年同期比58.0％減）とな

りました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べて4,411百万円増加し、114,860百万円となりました。 

 流動資産は、前期末に比べて111百万円増加し、46,474百万円となりました。主な要因は、原材料及び貯蔵品の増

加631百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて4,300百万円増加し、68,385百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加

4,788百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて7,158百万円増加し、64,208百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加8,326百

万円等によるものです。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前期末に比べて2,747百万円減少し、50,652百万円となりました。主な要因は、

為替換算調整勘定の減少1,018百万円、少数株主持分の減少1,492百万円等によるものです。 

  

②当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は4,371百万円となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益1,150百万円、減価償却費5,139百万円等です。主なマイナス要因は、法人税等の支払

979百万円等です。 

 投資活動の結果使用した資金は12,604百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13,940百

万円等によるものです。 

 財務活動の結果得られた資金は8,353百万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入11,876百万円等に

よるものです。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は9,905百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間においては、主としてアジア地域の利益が期初の計画を下回りました。通期でも、利益

が期初の計画を下回る見通しです。 

このような状況を考慮し、平成24年７月31日に公表いたしました業績予想を変更し、連結売上高126,000百万円

（前期比0.6％増）、連結営業利益2,400百万円（前期比75.9％減）、連結経常利益1,500百万円（前期比86.0％

減）、連結当期純利益2,900百万円（前期比34.6％減）といたします。 

主要通貨の下期の想定為替レートは、79円/US$、2.5円/バーツ、41円/レアルです。 

詳細につきましては、本日（平成24年10月31日）公表いたしました「第２四半期累計期間の連結業績予想値と実績

値との差異および通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用について、当社及び国内連結子会社は、当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によっております。

 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

率を使用する方法によっております。 

   

（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） 

 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。 

 これによる損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
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３．四半期連結財務諸表 
（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 8,840 9,023

受取手形及び売掛金 14,612 14,368

商品及び製品 3,263 3,518

仕掛品 3,776 3,437

原材料及び貯蔵品 8,260 8,892

繰延税金資産 1,316 1,199

その他 6,294 6,037

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 46,363 46,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,825 22,301

減価償却累計額 △11,339 △11,750

建物及び構築物（純額） 10,486 10,551

機械装置及び運搬具 112,475 122,952

減価償却累計額 △88,240 △93,747

減損損失累計額 △116 △109

機械装置及び運搬具（純額） 24,117 29,096

工具、器具及び備品 5,869 5,966

減価償却累計額 △4,886 △5,013

工具、器具及び備品（純額） 983 952

土地 3,698 3,660

建設仮勘定 11,657 11,469

有形固定資産合計 50,942 55,730

無形固定資産   

ソフトウエア 223 229

その他 29 176

無形固定資産合計 252 405

投資その他の資産   

投資有価証券 5,612 4,607

出資金 2,451 2,447

長期貸付金 34 32

繰延税金資産 2,610 3,151

その他 2,232 2,061

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 12,889 12,249

固定資産合計 64,085 68,385

資産合計 110,448 114,860
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,626 8,627

短期借入金 12,475 13,238

1年内返済予定の長期借入金 2,162 2,545

1年内償還予定の社債 1,225 1,225

未払金 8,807 7,085

未払費用 8,083 8,147

未払法人税等 435 857

繰延税金負債 10 8

賞与引当金 1,348 1,652

役員賞与引当金 66 28

製品補償引当金 291 39

その他 1,262 1,187

流動負債合計 44,795 44,641

固定負債   

社債 1,850 1,237

長期借入金 8,164 16,490

繰延税金負債 84 103

退職給付引当金 1,266 1,156

その他 888 578

固定負債合計 12,254 19,566

負債合計 57,049 64,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 51,609 52,045

自己株式 △6 △6

株主資本合計 57,290 57,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,065 1,392

為替換算調整勘定 △13,026 △14,044

その他の包括利益累計額合計 △10,961 △12,652

少数株主持分 7,069 5,576

純資産合計 53,399 50,652

負債純資産合計 110,448 114,860
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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 59,818 66,143

売上原価 49,926 59,663

売上総利益 9,892 6,479

販売費及び一般管理費 5,251 5,752

営業利益 4,640 726

営業外収益   

受取利息 200 167

受取配当金 61 56

その他 256 247

営業外収益合計 518 471

営業外費用   

支払利息 150 275

固定資産除却損 16 56

為替差損 537 547

その他 100 127

営業外費用合計 805 1,007

経常利益 4,353 191

特別利益   

固定資産売却益 32 42

受取保険金 － 2,828

特別利益合計 32 2,870

特別損失   

固定資産売却損 5 4

固定資産除却損 16 4

災害による損失 276 1,846

賞与引当金繰入額 127 －

訴訟関連損失 － 55

特別損失合計 425 1,911

税金等調整前四半期純利益 3,960 1,150

法人税等 975 1,267

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（△）

2,984 △116

少数株主利益又は少数株主損失（△） 680 △1,083

四半期純利益 2,304 966
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（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,984 △116

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △670 △672

為替換算調整勘定 101 △1,037

その他の包括利益合計 △568 △1,709

四半期包括利益 2,415 △1,826

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,743 △724

少数株主に係る四半期包括利益 672 △1,102
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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) 

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 3,960 1,150

減価償却費 4,672 5,139

災害による損失 276 1,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 557 319

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △63 △38

製品補償引当金の増減額（△は減少） △0 △251

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,205 △108

受取利息及び受取配当金 △262 △224

支払利息 150 275

為替差損益（△は益） 279 101

受取保険金 － △2,828

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 23

売上債権の増減額（△は増加） △1,954 54

たな卸資産の増減額（△は増加） △545 △750

仕入債務の増減額（△は減少） △226 198

その他 358 △2,367

小計 6,001 2,539

利息及び配当金の受取額 260 213

利息の支払額 △157 △231

保険金の受取額 － 2,828

法人税等の支払額 △1,415 △979

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,689 4,371

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,953 －

定期預金の払戻による収入 3,478 1,384

有形固定資産の取得による支出 △5,807 △13,940

有形固定資産の売却による収入 138 44

無形固定資産の取得による支出 △40 △62

投資有価証券の取得による支出 △20 △23

貸付金の回収による収入 11 17

貸付けによる支出 △14 △31

その他 9 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,197 △12,604
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（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) 

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） 2,015 852

長期借入れによる収入 395 11,876

長期借入金の返済による支出 △302 △3,159

社債の償還による支出 △1,112 △612

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △467 △530

少数株主への配当金の支払額 △1,143 △41

その他 △35 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △651 8,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △153 12

現金及び現金同等物の期首残高 9,742 9,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,589 9,905
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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 
  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△4百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

Ⅱ 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 
    

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額47百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 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、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。 

 当該変更によるセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。 

  

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。 

  

  

（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

（６）セグメント情報等

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 

調整額 

(注1) 

四半期連結損
益計算書計上
額（注2） 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高                 

外部顧客への売上高  14,528 9,201 3,598 21,503 10,987  59,818 － 59,818

セグメント間の内部売
上高又は振替高  9,144 19 40 470 30  9,704  △9,704 －

計  23,672 9,220 3,638 21,973 11,017  69,523  △9,704 59,818

セグメント利益又は損失
（△）  81 △281 488 2,946 1,410  4,644  △4 4,640

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 

調整額 

(注1) 

四半期連結損
益計算書計上
額（注2） 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高                 

外部顧客への売上高  18,820 13,941 2,968 22,154 8,258  66,143 － 66,143

セグメント間の内部売
上高又は振替高  13,032 33 0 735 14  13,817  △13,817 －

計  31,853 13,974 2,969 22,890 8,273  79,960  △13,817 66,143

セグメント利益又は損失
（△）  1,480 381 343 △2,149 623  679  47 726
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