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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 7,390 12.7 1,066 121.5 1,236 100.3 759 145.3
24年3月期第2四半期 6,555 △20.1 481 △57.1 617 △51.4 309 △56.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 808百万円 （179.7％） 24年3月期第2四半期 288百万円 （△54.2％）

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 42.08 ―
24年3月期第2四半期 17.16 ―

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 17,598 14,062 79.9 779.11
24年3月期 17,456 13,462 77.1 745.81
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  14,062百万円 24年3月期  13,462百万円

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 ― 10.00 ― 13.00 23.00
25年3月期 ― 13.00
25年3月期（予想） ― 12.00 25.00

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 14,950 12.1 2,200 40.4 2,460 31.3 1,500 13.6 83.11



(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  

(注)詳細は、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 (１)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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)詳細は、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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。なお、業績予想に関する事項は、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。 

※  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 20,020,000 株 24年3月期 20,020,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,970,727 株 24年3月期 1,969,565 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 18,049,676 株 24年3月期2Q 18,051,229 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、震災後の復興需要や政策支援等から緩やかな回復基調に

ありましたが、債務危機の長期化する欧州の低迷、中国をはじめとする新興国の一段の成長鈍化や円高

等から景気は減速感を強めつつあり、先行き不透明のまま推移いたしました。 

このような環境下、国内の４～９月の軽自動車含む新車総販売台数は、復興需要と新型車の発売、９

月で終了したエコカー補助金が市場を押し上げ、自動車ディーラー各社は震災の影響を受けた前年同期

との対比では133％と大幅に回復いたしました。 

当社グループの国内部門では、こうした市場の変化や得意先のニーズに対応するべく、新車やサービ

スの収益拡大につながる既存オリジナル商品や新規開発商品の拡販に注力いたしました。 

海外部門では、今期からシンガポールの現地法人CAPCO PTE LTD.を当社グループの連結範囲に加え、

現地補修需要の深耕と新規市場開拓に向け営業活動を推進中でありますが、定着する円高の影響を余儀

なくされています。 

また、産業車両部品等は依然として厳しい需要環境が続いております。 

これにより、当社グループの売上高は73億90百万円(前年同期比113％)、営業利益は10億66百万円(同

221％)、経常利益は12億36百万円(同200％)となり、増収増益となりました。 

なお、投資有価証券評価損27百万円を特別損失に計上し、当四半期純利益は７億59百万円(前年同期

比245％)となりました。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、 

① 総資産合計は175億98百万円と前連結会計年度末に比べて１億42百万円増加しております。 

増加の主なものは、現金及び預金が１億18百万円、有価証券が１億99百万円、たな卸資産が37

百万円、投資その他の資産のその他が３億39百万円、それぞれ増加いたしました。 

減少の主なものは、受取手形及び売掛金が２億77百万円、投資有価証券が２億81百万円、それ

ぞれ減少いたしました。 

② 負債合計は35億36百万円と前連結会計年度末に比べて４億57百万円減少しております。 

減少の主なものは、未払法人税等が３億98百万円、流動負債のその他が70百万円、それぞれ減

少いたしました。 

③ 純資産合計は140億62百万円と前連結会計年度末に比べて６億円増加しております。 

増加の主なものは、四半期純利益が７億59百万円、株価の回復に伴いその他有価証券評価差額

金が48百万円、それぞれ増加いたしました。 

減少の主なものは、配当金の支払いにより利益剰余金が２億35百万円減少いたしました。 

なお、自己資本比率は、77.1%から79.9%となりました。 

  

平成25年３月期の通期の業績予想（平成24年５月11日公表）につきましては、当第２四半期連結累計

期間の業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における業績予想値の変更はありません。
  

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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連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったCAPCO PTE LTD．(シンガポール)は、

重要性が増したため連結の範囲に含めております。 

  

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、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。 

これによる当第２四半期連結累計期間における損益に与える影響は軽微であります。 

  

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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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 7,504 7,622

受取手形及び売掛金 1,696 1,419

有価証券 1,299 1,499

商品及び製品 367 409

仕掛品 17 16

原材料及び貯蔵品 15 12

その他 461 360

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 11,359 11,337

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 539 633

土地 1,391 1,403

その他（純額） 72 72

有形固定資産合計 2,003 2,110

無形固定資産 107 108

投資その他の資産   

投資有価証券 3,154 2,872

その他 831 1,171

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,985 4,043

固定資産合計 6,096 6,261

資産合計 17,456 17,598

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207 1,223

未払法人税等 824 426

賞与引当金 202 201

その他 405 335

流動負債合計 2,640 2,187

固定負債   

退職給付引当金 908 910

その他 444 438

固定負債合計 1,353 1,349

負債合計 3,993 3,536
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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 1,001 1,001

資本剰余金 4,184 4,184

利益剰余金 8,712 9,262

自己株式 △694 △695

株主資本合計 13,202 13,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 260 309

繰延ヘッジ損益 △0 0

その他の包括利益累計額合計 259 309

少数株主持分 － －

純資産合計 13,462 14,062

負債純資産合計 17,456 17,598
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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 6,555 7,390

売上原価 4,259 4,539

売上総利益 2,296 2,850

販売費及び一般管理費 1,815 1,784

営業利益 481 1,066

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 8 7

受取保証料 39 55

受取賃貸料 36 35

持分法による投資利益 51 78

その他 23 23

営業外収益合計 165 204

営業外費用   

支払手数料 6 6

賃貸収入原価 16 14

その他 6 12

営業外費用合計 29 33

経常利益 617 1,236

特別損失   

固定資産除却損 31 －

投資有価証券評価損 35 27

特別損失合計 66 27

税金等調整前四半期純利益 550 1,208

法人税、住民税及び事業税 205 400

法人税等調整額 35 48

法人税等合計 240 449

少数株主損益調整前四半期純利益 309 759

四半期純利益 309 759
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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 309 759

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11 56

繰延ヘッジ損益 0 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △9

その他の包括利益合計 △20 48

四半期包括利益 288 808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 288 808

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 550 1,208

減価償却費 77 67

賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

持分法による投資損益（△は益） △51 △78

固定資産除却損 31 －

固定資産売却損益（△は益） 1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 35 27

受取利息及び受取配当金 △14 △11

売上債権の増減額（△は増加） △2 441

たな卸資産の増減額（△は増加） 69 △37

仕入債務の増減額（△は減少） △136 △155

その他 △183 △28

小計 362 1,435

利息及び配当金の受取額 20 22

法人税等の支払額 △424 △800

営業活動によるキャッシュ・フロー △41 657

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,299 △1,698

有価証券の償還による収入 1,300 1,500

投資有価証券の償還による収入 － 400

投資不動産の賃貸による収入 36 35

差入保証金の差入による支出 － △371

有形固定資産の取得による支出 △71 △133

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △0 △26

その他 △23 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △56 △321

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △184 △234

財務活動によるキャッシュ・フロー △184 △235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △281 100

現金及び現金同等物の期首残高 5,429 6,704

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 17

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,148 6,822
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該当事項はありません。 

  

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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