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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 2,608 5.2 82 △21.3 82 2.1 76 △2.6
24年3月期第2四半期 2,480 △22.0 105 △47.3 80 △58.7 78 △61.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 75百万円 （△5.3％） 24年3月期第2四半期 79百万円 （△46.9％）

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 11.70 ―
24年3月期第2四半期 11.97 ―

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 7,437 5,516 74.2 870.82
24年3月期 7,495 5,499 73.4 835.14
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,516百万円 24年3月期  5,499百万円

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  
詳細につきましては、本日公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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） ― 6.00 6.00

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 5,520 0.7 220 2.7 218 11.8 208 △24.1 31.59



(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）詳細は、添付資料４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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。また、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
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３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

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 7,300,000 株 24年3月期 7,300,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 964,737 株 24年3月期 714,737 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,560,673 株 24年3月期2Q 6,585,263 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等の牽引により、景

気は緩やかながらも回復傾向を維持しておりますが、欧州債務問題による世界経済の減速懸念や中国を

はじめとする新興国の経済成長の鈍化、円高の長期化など依然として先行きは不透明な状況が続いてお

ります。 

 このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、フロアーマットおよび樹脂成形メーカー

としてのリーディング・カンパニーとなることを目指して、①顧客満足度向上を目指した営業戦略の強

化、②購買／調達領域のコスト体質改革と管理一元化、③生産／品質領域のグローバル保証体制の確

立、④開発力のレベルアップおよび安全性を主体とした物作りの徹底、⑤原価／経費を意識した収益体

質の確立の５点を重点方針に掲げ注力してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間におきましては、昨年末に復活したエコカー補助金の効果等により、国内

新車販売台数は前年同期に比べ大幅に増加し、当社ＯＥＭ純正フロアーマットの受注も好調に推移いた

しました。 

以上の結果、売上高は2,608百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は82百万円（前年同期比21.3％

減）、経常利益は82百万円（前年同期比2.1％増）、四半期純利益は76百万円（前年同期比2.6％減）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。  

［自動車用品関連］ 

自動車用品関連につきましては、昨年末に復活したエコカー補助金を追い風に、国内新車販売台数は

前年同期に比べ大幅に増加いたしました。なかでも燃費性能の高いハイブリッド車や軽自動車の販売が

大きく伸長いたしました。このような環境のもと、当社ＯＥＭ純正フロアーマットの受注も好調に推移

したことにより、売上高は1,754百万円（前年同期比31.6％増）、営業利益は90百万円（前年同期比

272.0％増）となりました。 

［産業資材関連］ 

産業資材関連につきましては、昨年度後半から廃番となりました一部住宅関連部材の売上減少を補う

ため、積極的な営業展開を図りましたが、総じて厳しい環境で推移したことにより、売上高は853百万

円（前年同期比25.6％減）、営業損失７百万円（前年同期は営業利益80百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は次のとおりとなりました。 

＜資産の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は7,437百万円となり、前連結会計年度末と比較して58百万

円の減少となりました。 

流動資産の合計は4,306百万円となり、前連結会計年度末と比較して220百万円の減少となりました。

その主な要因は、現金及び預金の増加117百万円、受取手形及び売掛金の減少242百万円、たな卸資産の

減少52百万円によるものであります。 

固定資産の合計は3,130百万円となり、前連結会計年度末と比較して161百万円の増加となりました。

その主な要因は、有形固定資産の増加62百万円、投資その他の資産の増加98百万円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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＜負債の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,920百万円となり、前連結会計年度末と比較して75百万

円の減少となりました。 

流動負債の合計は1,342百万円となり、前連結会計年度末と比較して56百万円の減少となりました。

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少111百万円、電子記録債務の増加123百万円、１年内返済予

定の長期借入金の減少15百万円、賞与引当金の減少20百万円によるものであります。 

固定負債の合計は578百万円となり、前連結会計年度末と比較して19百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、長期借入金の減少16百万円によるものであります。 

＜純資産の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は5,516百万円となり、前連結会計年度末と比較して17百

万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加57百万円、自己株式の増加38百万円、そ

の他有価証券評価差額金の減少10百万円、為替換算調整勘定の増加11百万円によるものであります。 

  

＜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ける連結ベースでの現金及び現金同等物は1,990百万円と前連結会計

年度末と比較して109百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

前第２四半期連結累計期間と比較して税金等調整前四半期純利益は４百万円減益となり、たな卸資産

の減少103百万円、売上債権の減少20百万円などがあった一方で、その他の資産・負債の増加22百万円

などが主な要因となり、当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は386百万円と

なり前第２四半期連結累計期間と比較して96百万円の増加となりました。 

（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120百万円、その他投資等の支出92百万円などがあった一方で、有形

固定資産の売却による収入35百万円などにより、当第２四半期連結累計期間における投資活動による資

金の支出は180百万円となり、前第２四半期連結累計期間と比較して240百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入れによる収入50百万円があった一方で、長期借入金の約定返済による支出82百万円、自己株

式の取得による支出38百万円、配当金の支払額19百万円により、当第２四半期連結累計期間における財

務活動による資金の支出は90百万円となり、前第２四半期連結累計期間と比較して29百万円の減少とな

りました。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

  

（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。  

  

（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：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 1,727,115 1,844,931

受取手形及び売掛金 1,447,421 1,204,955

有価証券 154,118 145,669

商品及び製品 417,576 447,722

仕掛品 98,091 86,329

原材料及び貯蔵品 486,293 415,221

繰延税金資産 75,355 78,763

その他 120,673 82,863

流動資産合計 4,526,643 4,306,457

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 894,822 868,011

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 155,633 245,177

有形固定資産合計 2,595,265 2,657,998

無形固定資産 4,150 5,021

投資その他の資産   

投資その他の資産 369,269 467,622

貸倒引当金 △4 △48

投資その他の資産合計 369,264 467,574

固定資産合計 2,968,680 3,130,594

資産合計 7,495,324 7,437,052

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 463,662 352,194

電子記録債務 512,059 635,834

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 137,030 121,760

未払法人税等 17,129 17,472

賞与引当金 56,203 35,713

役員賞与引当金 6,000 －

その他 156,488 129,091

流動負債合計 1,398,574 1,342,066

固定負債   

長期借入金 95,160 78,380

繰延税金負債 16,966 13,281

再評価に係る繰延税金負債 326,740 326,740

退職給付引当金 92,651 90,739

役員退職慰労引当金 33,186 36,285

資産除去債務 25,159 25,378

その他 7,290 7,290

固定負債合計 597,153 578,095

負債合計 1,995,728 1,920,161
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 3,036,757 3,093,790

自己株式 △197,695 △236,195

株主資本合計 5,284,515 5,303,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △39,250 △49,555

繰延ヘッジ損益 2,122 △763

土地再評価差額金 431,493 431,493

為替換算調整勘定 △179,284 △167,331

その他の包括利益累計額合計 215,080 213,842

純資産合計 5,499,596 5,516,890

負債純資産合計 7,495,324 7,437,052
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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：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 2,480,281 2,608,064

売上原価 1,780,211 1,903,463

売上総利益 700,069 704,601

販売費及び一般管理費 594,849 621,832

営業利益 105,220 82,768

営業外収益   

受取利息 650 1,623

受取配当金 2,340 2,149

受取賃貸料 14,860 14,580

その他 10,480 6,019

営業外収益合計 28,331 24,371

営業外費用   

支払利息 4,113 2,319

賃貸費用 13,369 13,003

為替差損 33,840 7,389

その他 1,570 2,078

営業外費用合計 52,893 24,790

経常利益 80,658 82,349

特別利益   

固定資産売却益 330 352

特別利益合計 330 352

特別損失   

固定資産売却損 34 －

固定資産除却損 715 14

投資有価証券評価損 － 7,407

特別損失合計 750 7,422

税金等調整前四半期純利益 80,238 75,279

法人税、住民税及び事業税 5,669 6,417

法人税等調整額 △4,260 △7,926

法人税等合計 1,408 △1,508

少数株主損益調整前四半期純利益 78,829 76,788

少数株主利益 － －

四半期純利益 78,829 76,788
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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：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 78,829 76,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,394 △10,304

繰延ヘッジ損益 △4,644 △2,886

為替換算調整勘定 △776 11,953

その他の包括利益合計 974 △1,238

四半期包括利益 79,804 75,550

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 79,804 75,550

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：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 80,238 75,279

減価償却費 59,531 60,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 43

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,859 △20,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,412 3,098

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 694 △1,988

受取利息及び受取配当金 △2,991 △3,772

支払利息 4,113 2,319

為替差損益（△は益） 25,505 21

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,407

固定資産売却損益（△は益） △295 △352

固定資産除却損 715 14

売上債権の増減額（△は増加） 224,668 245,126

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,421 58,062

仕入債務の増減額（△は減少） △10,043 8,814

その他の資産・負債の増減額 △17,697 △39,829

小計 298,633 388,349

利息及び配当金の受取額 5,087 5,078

利息の支払額 △3,977 △2,169

法人税等の支払額 △9,327 △4,670

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,416 386,587

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 △19,306 △120,839

有形固定資産の売却による収入 2,430 35,213

投資有価証券の取得による支出 △2,548 △2,623

投資有価証券の償還による収入 81,010 －

その他 △2,000 △92,524

投資活動によるキャッシュ・フロー 59,585 △180,774

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △100,300 △82,050

自己株式の取得による支出 － △38,500

配当金の支払額 △19,755 △19,755

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,055 △90,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,820 △6,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 215,124 109,367

現金及び現金同等物の期首残高 1,586,713 1,881,233

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,801,838 1,990,601
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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) 

 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) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) セグメント利益又は損失の金額の合計額は、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、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。 

これ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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,332,930 1,147,351 2,480,281

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 1,332,930 1,147,351 2,480,281

セグメント利益 24,227 80,993 105,220

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,754,146 853,918 2,608,064

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─

計 1,754,146 853,918 2,608,064

セグメント利益又は損失(△) 90,120 △7,353 82,768
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当社は、平成24年９月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場における買付けの方法により自

己株式を取得することを決議し、普通株式250,000株を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結

累計期間において、自己株式が38,500千円増加しております。 

  

（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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