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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 24,472 2.2 1,492 △19.8 1,160 △23.1 1,403 6.5
24年3月期第2四半期 23,941 1.1 1,860 △13.1 1,509 △3.0 1,317 9.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,215百万円 （34.2％） 24年3月期第2四半期 905百万円 （42.6％）

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 17.09 17.07
24年3月期第2四半期 16.04 16.02

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 57,174 19,746 31.9
24年3月期 59,817 18,897 29.1

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  18,260百万円 24年3月期  17,407百万円

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 ― 3.00 3.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 4.00 4.00

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 48,000 △2.4 2,600 △32.4 2,100 △37.1 1,900 △53.9 23.12



(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に該当する変更を行っております。 
  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ます。なお、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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 

※  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 83,741,579 株 24年3月期 83,741,579 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,585,858 株 24年3月期 1,611,910 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 82,145,264 株 24年3月期2Q 82,131,650 株



１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………… 2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………… 2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………… 2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………… 3

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………… 3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………… 3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………… 3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………… 4

（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 …………………… 6

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………… 8

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………… 9

（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………… 9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………… 9

○添付資料の目次

日本ピストンリング㈱　(6461)　平成25年３月期　第２四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の債務問題や中国、インド等の新興国経済

の減速など先行きの不透明感が強まりました。また、わが国経済は、震災からの復興需要があるもの

の、円高水準の長期化や海外経済の減速の影響などにより弱含みの推移となりました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー

補助金等の効果を受け受注が増加したこと等により、売上高は244億72百万円と前年同四半期比2.2％の

増加となりました。

損益面におきましては、受注構成の変化や為替変動の影響等により、営業利益14億92百万円（前年同

四半期比19.8％の減少）、経常利益11億60百万円（前年同四半期比23.1％の減少）となりました。しか

しながら、受取補償金等を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は14億３百万円（前年同四半

期比6.5％の増加）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー補助金等の効果を受け受注

が増加したこと等により、売上高は213億50百万円（前年同四半期比3.2％の増加）となりましたが、受

注構成の変化や為替変動の影響等により、セグメント利益は13億69百万円（前年同四半期比16.8％の減

少）となりました。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、円高の影響を受け、売上高は７億19百万円（前年同四半期比28.7％の減

少）となり、セグメント利益は42百万円（前年同四半期比73.1％の減少）となりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は24億２百万円（前年同四半期比7.1％の増加）とな

り、セグメント利益は80百万円（前年同四半期比42.6％の増加）となりました。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、26億42百万円減少し、

571億74百万円となりました。これは、「繰延税金資産」の増加３億７百万円及び流動資産「その他」

の増加３億59百万円に対し、「現金及び預金」の減少13億36百万円、「受取手形及び売掛金」の減少８

億66百万円、在庫圧縮推進による「たな卸資産」の減少１億62百万円、「有形固定資産」の減少１億18

百万円及び株価下落に伴う「投資有価証券」の減少８億66百万円等によるものであります。

（負債）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、34億92百万円減少し、374億28百万円となりまし

た。これは、「有利子負債」の減少30億36百万円及び「支払手形及び買掛金」の減少３億17百万円等に

よるものであります。

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
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（純資産）

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、８億49百万円増加し、197億46百万円となりまし

た。これは、「利益剰余金」の増加11億55百万円及び「為替換算調整勘定」の増加１億62百万円に対

し、株価下落に伴う「その他有価証券評価差額金」の減少４億43百万円等によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況の分析）

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の残高は、前連結会計年度末に比べて13億

37百万円減少し、63億59百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは33億20百万円の収入（前年

同四半期比12億94百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が17億86百万円

となり、減価償却費が18億61百万円あったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは10億61百万円の支出（前年

同四半期比10億62百万円の増加）となりました。これは主に有形固定資産の取得等によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは36億３百万円の支出（前年

同四半期比20億78百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金が３億75百万円減少し、長期借

入金を25億46百万円返済し、配当金を２億43百万円支払ったこと等によるものであります。

当連結会計年度の業績は、円高や中国での日系自動車メーカーの販売減少などを考慮し、通期連結業

績予想を修正いたします。

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、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きましては、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。

この変更に伴う影響は軽微であります。

（３）連結業績予想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

（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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１ 【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 7,722 6,385

受取手形及び売掛金 9,601 8,734

たな卸資産 7,854 7,692

繰延税金資産 578 640

その他 628 988

貸倒引当金 △24 △25

流動資産合計 26,361 24,415

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,186 8,116

機械装置及び運搬具（純額） 10,966 10,581

土地 4,986 4,991

建設仮勘定 579 836

その他（純額） 741 816

有形固定資産合計 25,460 25,342

無形固定資産合計 953 953

投資その他の資産

投資有価証券 5,611 4,744

長期貸付金 11 10

繰延税金資産 266 512

その他 1,219 1,258

貸倒引当金 △67 △63

投資その他の資産合計 7,041 6,463

固定資産合計 33,456 32,759

資産合計 59,817 57,174
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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 8,037 7,719

短期借入金 5,339 4,922

1年内返済予定の長期借入金 4,661 4,180

リース債務 341 364

未払法人税等 278 275

災害損失引当金 362 107

設備関係支払手形 1,373 1,815

その他 2,770 2,493

流動負債合計 23,165 21,878

固定負債

長期借入金 12,418 10,354

リース債務 1,724 1,626

繰延税金負債 347 172

退職給付引当金 3,002 3,147

その他 262 247

固定負債合計 17,755 15,549

負債合計 40,920 37,428

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 3,490 4,645

自己株式 △355 △349

株主資本合計 18,849 20,011

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,622 1,179

繰延ヘッジ損益 － △27

為替換算調整勘定 △3,065 △2,902

その他の包括利益累計額合計 △1,442 △1,750

新株予約権 17 13

少数株主持分 1,472 1,473

純資産合計 18,897 19,746

負債純資産合計 59,817 57,174
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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 23,941 24,472

売上原価 18,520 19,197

売上総利益 5,421 5,274

販売費及び一般管理費 3,561 3,782

営業利益 1,860 1,492

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 52 56

スクラップ売却益 32 24

助成金収入 － 20

その他 48 30

営業外収益合計 136 136

営業外費用

支払利息 277 213

為替差損 121 174

その他 88 79

営業外費用合計 487 467

経常利益 1,509 1,160

特別利益

固定資産売却益 361 －

補助金収入 － 43

災害損失引当金戻入額 － 67

受取補償金 － 514

特別利益合計 361 625

特別損失

災害による損失 106 －

特別損失合計 106 －

税金等調整前四半期純利益 1,764 1,786

法人税、住民税及び事業税 350 336

法人税等調整額 △18 △44

法人税等合計 331 292

少数株主損益調整前四半期純利益 1,432 1,494

少数株主利益 114 90

四半期純利益 1,317 1,403
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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 1,432 1,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △625 △443

繰延ヘッジ損益 △0 △27

為替換算調整勘定 98 191

その他の包括利益合計 △526 △278

四半期包括利益 905 1,215

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 806 1,095

少数株主に係る四半期包括利益 99 119
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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 1,764 1,786

減価償却費 1,946 1,861

災害損失引当金の増減額（△は減少） △116 △255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 131 144

受取利息及び受取配当金 △55 △59

支払利息 277 213

為替差損益（△は益） 121 174

受取補償金 － △514

売上債権の増減額（△は増加） △1,033 702

たな卸資産の増減額（△は増加） △524 178

未収入金の増減額（△は増加） 1 △404

仕入債務の増減額（△は減少） 137 △307

その他 △108 △244

小計 2,538 3,272

利息及び配当金の受取額 55 59

利息の支払額 △286 △211

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △281 △314

補償金の受取額 － 514

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,025 3,320

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 △571 △985

有形固定資産の売却による収入 752 3

無形固定資産の取得による支出 △137 △80

その他 △41 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 0 △1,061

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） △100 △375

長期借入れによる収入 2,280 －

長期借入金の返済による支出 △3,526 △2,546

配当金の支払額 △0 △243

少数株主への配当金の支払額 － △261

その他 △178 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,525 △3,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 73 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 574 △1,337

現金及び現金同等物の期首残高 7,569 7,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,144 6,359
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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）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。

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）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。

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）セグメント情報等

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 20,688 1,009 21,698 2,243 23,941 － 23,941

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 20,688 1,009 21,698 2,243 23,941 － 23,941

セグメント利益 1,646 157 1,804 56 1,860 － 1,860

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 21,350 719 22,069 2,402 24,472 － 24,472

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 21,350 719 22,069 2,402 24,472 － 24,472

セグメント利益 1,369 42 1,412 80 1,492 － 1,492

（６）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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