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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 17,628 19.4 1,040 64.8 1,013 60.1 629 107.2
24年3月期第2四半期 14,764 △11.2 631 △39.7 633 △41.5 303 △46.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 764百万円 （218.0％） 24年3月期第2四半期 240百万円 （△28.3％）

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2四半期 40.29 ―
24年3月期第2四半期 19.44 ―

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 26,776 14,806 54.1
24年3月期 26,269 14,161 52.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  14,488百万円 24年3月期  13,855百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 10.00 18.00

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  ：  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

通期 35,000 11.1 1,800 17.4 1,800 17.8 1,050 48.2 67.19



(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に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想のご利用に当たっての注意事
項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は、本日11月５日に当社ホームページに掲載いたします。  

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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 16,990,040 株 24年3月期 17,690,040 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,363,090 株 24年3月期 2,063,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 15,626,950 株 24年3月期2Q 15,626,950 株
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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わが国経済は、震災の復興需要などによる回復が見られたものの、欧州の債

務問題や円高の長期化などから、不安定な状況で推移いたしました。 

当社グループの主力事業分野であります自動車業界におきましては、国内でのエコカー補助金や各メーカーの新

車投入、海外での北米市場の回復などにより、生産・販売ともに概ね順調に推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは積極的な営業展開により業績の拡大に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は176億２千８百万円（前年同期比19.4％増）、営業利益は10億

４千万円（同64.8％増）、経常利益は10億１千３百万円（同60.1％増）、四半期純利益は６億２千９百万円（同

107.2％増）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。（セグメント利益は、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。） 

なお、第１四半期連結会計期間より、従来の「北米」及び「アジア」について、それぞれ「米州」及び「アセア

ン」へ名称変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。 

①日本 

売上高は105億８千７百万円（前年同期比10.3％増）、セグメント利益は８億３百万円（同67.7％増）となりま

した。 

②米州 

売上高は40億３千万円（同53.1％増）、セグメント利益は１億９千９百万円（同622.3％増）となりました。 

③アセアン 

 売上高は12億１千２百万円（同7.0％減）、セグメント損失は１千７百万円（前年同期はセグメント利益１億３

千６百万円）となりました。 

④中国 

売上高は11億６千３百万円（前年同期比51.8％増）、セグメント利益は９千１百万円（前年同期はセグメント損

失４千万円）となりました。 

⑤欧州 

売上高は６億３千４百万円（前年同期比37.0％増）、セグメント利益は２千万円（前年同期はセグメント損失１

千万円）となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月30日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」に変更はありません。   

   

   

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

当社及び一部の国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第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に与える影響は軽

微であります。   

１．当四半期決算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



３．四半期連結財務諸表 
（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 6,706,729 7,069,056

受取手形及び売掛金 7,408,713 7,445,915

商品及び製品 3,767,123 3,660,015

仕掛品 307,420 347,940

原材料及び貯蔵品 668,345 705,682

繰延税金資産 374,806 368,910

その他 191,471 202,311

貸倒引当金 △14,009 △15,179

流動資産合計 19,410,599 19,784,652

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,389,535 2,411,237

減価償却累計額 △973,766 △1,022,418

建物及び構築物（純額） 1,415,769 1,388,819

機械装置及び運搬具 5,000,645 5,167,203

減価償却累計額 △3,046,344 △3,125,890

機械装置及び運搬具（純額） 1,954,301 2,041,312

工具、器具及び備品 2,913,280 2,975,610

減価償却累計額 △2,623,367 △2,663,787

工具、器具及び備品（純額） 289,912 311,823

土地 576,796 582,189

建設仮勘定 9,212 149,118

有形固定資産合計 4,245,992 4,473,263

無形固定資産   

のれん 423,550 381,195

ソフトウエア 53,005 52,771

その他 120,101 117,817

無形固定資産合計 596,657 551,783

投資その他の資産   

投資有価証券 585,238 523,354

繰延税金資産 136,920 203,922

長期預金 600,000 600,000

その他 704,619 640,700

貸倒引当金 △10,117 △1,650

投資その他の資産合計 2,016,660 1,966,327

固定資産合計 6,859,310 6,991,374

資産合計 26,269,910 26,776,027



（単位：千円）

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 5,997,831 3,344,698

電子記録債務 2,785,502 5,404,367

1年内償還予定の社債 1,040,000 1,040,000

未払法人税等 411,201 335,968

賞与引当金 209,605 234,272

役員賞与引当金 50,400 27,000

その他 575,019 680,643

流動負債合計 11,069,560 11,066,951

固定負債   

社債 240,000 120,000

繰延税金負債 34,557 32,885

退職給付引当金 591,342 583,328

その他 173,067 166,034

固定負債合計 1,038,968 902,248

負債合計 12,108,528 11,969,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,444 1,611,444

利益剰余金 13,519,542 13,527,891

自己株式 △1,462,513 △966,286

株主資本合計 15,494,145 15,998,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 140,810 143,278

為替換算調整勘定 △1,779,551 △1,653,287

その他の包括利益累計額合計 △1,638,740 △1,510,009

新株予約権 70,448 79,016

少数株主持分 235,528 239,099

純資産合計 14,161,381 14,806,826

負債純資産合計 26,269,910 26,776,027



（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：千円）

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 14,764,057 17,628,390

売上原価 11,599,744 13,984,488

売上総利益 3,164,313 3,643,902

販売費及び一般管理費 2,533,066 2,603,642

営業利益 631,246 1,040,259

営業外収益   

受取利息 7,844 6,889

受取配当金 6,568 6,130

作業くず売却益 15,925 17,078

その他 11,843 15,862

営業外収益合計 42,182 45,960

営業外費用   

支払利息 10,789 7,048

支払保証料 4,687 3,191

貸倒引当金繰入額 8,652 －

為替差損 15,493 16,221

開業費 － 44,844

その他 356 1,003

営業外費用合計 39,979 72,308

経常利益 633,449 1,013,911

特別利益   

固定資産売却益 1,124 766

保険差益 － 41,596

その他 － 544

特別利益合計 1,124 42,907

特別損失   

固定資産除却損 1,350 743

投資有価証券評価損 2,997 2,471

その他 629 700

特別損失合計 4,976 3,914

税金等調整前四半期純利益 629,597 1,052,904

法人税、住民税及び事業税 307,380 417,505

法人税等調整額 12,548 3,284

法人税等合計 319,929 420,789

少数株主損益調整前四半期純利益 309,668 632,114

少数株主利益 5,857 2,524

四半期純利益 303,810 629,590



（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：千円）

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 309,668 632,114

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,224 2,468

為替換算調整勘定 △48,941 130,320

その他の包括利益合計 △69,166 132,788

四半期包括利益 240,502 764,903

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 239,469 758,322

少数株主に係る四半期包括利益 1,032 6,580



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 629,597 1,052,904

減価償却費 394,903 365,183

のれん償却額 45,280 42,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,768 △8,098

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,982 25,104

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,030 △23,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,010 △7,348

受取利息及び受取配当金 △14,412 △13,020

支払利息 10,789 7,048

保険差益 － △41,596

投資有価証券評価損益（△は益） 2,997 2,471

固定資産売却損益（△は益） △895 △766

固定資産除却損 1,350 743

売上債権の増減額（△は増加） △161,934 △19,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 64,121 92,002

仕入債務の増減額（△は減少） △1,282,888 △58,484

その他投資の増減額（△は増加） △39,262 6,826

その他 138,922 38,002

小計 △193,700 1,460,253

利息及び配当金の受取額 15,372 11,864

利息の支払額 △10,789 △7,048

保険金の受取額 － 118,672

法人税等の支払額 △501,376 △502,857

営業活動によるキャッシュ・フロー △690,494 1,080,884

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 △397,061 △548,109

有形固定資産の売却による収入 4,826 1,924

無形固定資産の取得による支出 △3,949 △14,505

投資有価証券の取得による支出 △3,904 △4,103

貸付けによる支出 △1,200 △4,760

貸付金の回収による収入 10,124 64,854

投資活動によるキャッシュ・フロー △391,165 △504,697

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △120,000 △120,000

リース債務の返済による支出 △5,735 △14,228

少数株主からの払込みによる収入 92,100 －

配当金の支払額 △125,015 △125,015

少数株主への配当金の支払額 △3,078 △3,009

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,729 △262,254

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,262 48,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,259,651 362,326

現金及び現金同等物の期首残高 7,126,578 6,706,729

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,866,927 7,069,056



該当事項はありません。   

当社は、平成24年８月７日開催の取締役会決議に基づき、平成24年８月21日付で、自己株式700,000株の消却を

行いました。これにより、当第２四半期連結会計期間において自己株式及び利益剰余金がそれぞれ496,226千円減

少しております。 

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セグメント損失の調整額39,406千円は、セグメント間取引消去84,687千円、のれん償

却額△45,280千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、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。  

  

（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

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2  

日本 米州  アセアン 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
9,598,314  2,632,560 1,303,694 766,564 462,923  14,764,057  － 14,764,057

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,542,819  695 43,449 218,733 801  1,806,500  △1,806,500 －

計 11,141,133  2,633,255 1,347,144 985,298 463,725  16,570,558  △1,806,500 14,764,057

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

479,522  27,574 136,421 △40,790 △10,887  591,839  39,406 631,246



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セグメント損失の調整額△56,976千円は、セグメント間取引消去△14,621千円、のれ

ん償却額△42,354千円が含まれております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失は、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。 

   ３．第１四半期連結会計期間より、従来の「北米」及び「アジア」について、それぞれ「米州」及び「アセア

ン」へ名称変更しております。これに伴い、前第２四半期連結累計期間についても、変更後の名称で表示

しております。なお、当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。 

  

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。  

   

  

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）2  

日本 米州  アセアン 中国 欧州   計  

売上高          

外部顧客への売

上高 
10,587,564  4,030,935 1,212,020 1,163,706 634,163  17,628,390  － 17,628,390

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,427,386  2,379 55,688 239,983 1,740  2,727,178  △2,727,178 －

計 13,014,950  4,033,314 1,267,709 1,403,690 635,903  20,355,569  △2,727,178 17,628,390

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

803,986  199,174 △17,271 91,047 20,299  1,097,236  △56,976 1,040,259
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