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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） 

40871 

(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 28,972 △23.1 1,396 △30.5 1,665 △26.6 959 △26.7
24年3月期第2四半期 37,673 23.4 2,009 12.8 2,270 16.7 1,308 5.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 953百万円 （△27.6％） 24年3月期第2四半期 1,316百万円 （△2.3％）

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 34.83 ―
24年3月期第2四半期 47.51 ―

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 40,871 23,166 54.6
24年3月期 42,605 22,410 50.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  22,314百万円 24年3月期  21,584百万円

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 ― 6.00 6.00
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  ：  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 56,500 △23.2 2,300 △43.3 2,700 △40.5 1,500 △39.4 54.48
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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（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 

(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が、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、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、四半期
決算短信(添付資料)4ページ「(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   ：  無
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 27,573,000 株 24年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 38,184 株 24年3月期 37,101 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 27,535,527 株 24年3月期2Q 27,536,691 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金

等の政策効果に支えられる一方で、欧州財政危機や中国等海外経済の減速の影響を受け、回復傾向に足

踏みが見られる中で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、国内では復興需要に加え、エコカー補助金等の政策効果により需要は

堅調に推移し、海外においてもインドネシア、タイを中心とした新興国での需要が拡大いたしました。

建設機械市場におきましては、国内では復興によるレンタル向けを中心とした需要が増加しました

が、海外では米国での需要が緩やかに回復するとともに、アジアを中心とした新興国での需要は堅調に

推移したものの、中国での需要は大きく落ち込み、先行き不透明な状況となりました。 

このような情勢下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ87億円減少し、289

億７千２百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

   

当第２四半期連結累計期間の損益面におきましては、自動車用部品等の売上は堅調に推移したもの

の、エンジン部品の売上が大きく落ち込んだ結果、営業利益は前年同四半期と比べ６億１千３百万円減

少し13億９千６百万円、経常利益は前年同四半期と比べ６億４百万円減少し16億６千５百万円、四半期

純利益は前年同四半期と比べ３億４千９百万円減少し９億５千９百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ23億６千７百万円減少し、190億３千１百万円となりまし

た。これは、主に受取手形及び売掛金が19億１千７百万円減少したことに加え、現金及び預金が５億

８千４百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ６億３千４百万円増加し、218億４千万円となりました。こ

れは、主に老朽化した本社・海老名工場の厚生棟を更新したこと等により建物及び構築物が３億１千

２百万円、建設仮勘定が２億６千３百万円それぞれ増加したことなどによります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)
売上高 
増減額

増減率(％)

日本

自動車用部品等 9,458 25.1 10,053 34.7 595 6.3

エンジン部品 24,242 64.3 14,089 48.6 △10,153 △41.9

計 33,701 89.5 24,143 83.3 △9,557 △28.4

アジア 自動車用部品等 3,972 10.5 4,829 16.7 857 21.6

合計 37,673 100.0 28,972 100.0 △8,700 △23.1

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)
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流動負債は、前連結会計年度末と比べ20億２千８百万円減少し、120億１千８百万円となりまし

た。これは、主に売上高減少による購入費減少により、支払手形及び買掛金が16億４千６百万円、未

払法人税等が６億１千６百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ４億６千１百万円減少し、56億８千７百万円となりました。

これは、主に長期借入金が４億３千５百万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ７億５千５百万円増加し、231億６千６百万円となりまし

た。これは、主に利益剰余金が７億９千３百万円増加したことなどによります。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ５億８千４百万円減少し、52億３千３百万円となりました。 

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・フローの状況は以下のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、16億３千６百万円(前年同四

半期は７千６百万円の支出)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益16億４千万円、減価償却費９億７百万円、売上債権

の減少額19憶６百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額16億２千６百万円及び法人税等

の支払額12億４千５百万円であります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は16億９百万円(前年同四半期に

比べ８億１千６百万円の支出増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が16億４百万円であったことによるものであります。

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は５億９千５百万円(前年同四半

期に比べ１千２百万円の支出増)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が３億５千万円及び配当金の支払額が１億９千８百万円

であったことによるものであります。 

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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平成25年３月期通期の見通しにつきましては、インドネシア、タイを中心としたアジア新興国での需要

拡大が見込まれるものの、欧州財政危機の影響や中国の景気減退など不透明感は強まり、経営環境は当面

厳しい状況が続くものと認識しております。 

以上の状況を踏まえ、平成24年５月11日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想を次の

通り修正しております。 

 
（注）上記業績予想は、現時点において当社が入手している情報に基づいて作成しており、実際の業績

は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 65,500 2,800 3,200 1,800 65.37

今回発表予想（Ｂ） 56,500 2,300 2,700 1,500 54.48

増減額（Ｂ－Ａ） △9,000 △500 △500 △300 ―

増減率（％） △13.7 △17.9 △15.6 △16.7 ―

(ご参考)前期実績
(平成24年３月期)

73,560 4,057 4,539 2,477 89.96
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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。 

なお、従来の方法に比べて、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

期純利益に及ぼす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

（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 5,817,721 5,233,419

受取手形及び売掛金 12,197,260 10,279,480

たな卸資産 2,518,467 2,610,348

その他 866,301 908,639

流動資産合計 21,399,750 19,031,887

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,124,506 6,311,882

土地 10,882,077 10,884,593

その他（純額） 2,804,269 3,320,089

有形固定資産合計 19,810,853 20,516,565

無形固定資産   

借地権 85,893 84,423

その他 15,881 12,221

無形固定資産合計 101,774 96,644

投資その他の資産 1,293,229 1,226,883

固定資産合計 21,205,857 21,840,093

資産合計 42,605,608 40,871,980

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,534,261 7,887,297

短期借入金 974,856 1,075,285

未払法人税等 1,204,885 588,166

賞与引当金 568,177 578,286

その他 1,764,492 1,889,049

流動負債合計 14,046,673 12,018,084

固定負債   

長期借入金 1,000,000 564,728

再評価に係る繰延税金負債 3,584,685 3,584,685

退職給付引当金 1,404,230 1,417,801

その他 159,215 119,878

固定負債合計 6,148,130 5,687,093

負債合計 20,194,804 17,705,177

6

自動車部品工業株式会社(7233)平成25年3月期第2四半期決算短信



(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 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 11,961,958 12,755,932

自己株式 △13,680 △14,055

株主資本合計 15,696,214 16,489,812

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 293,538 202,991

土地再評価差額金 6,449,315 6,449,315

為替換算調整勘定 △854,090 △827,763

その他の包括利益累計額合計 5,888,762 5,824,542

少数株主持分 825,826 852,447

純資産合計 22,410,803 23,166,802

負債純資産合計 42,605,608 40,871,980
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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 37,673,638 28,972,851

売上原価 34,410,201 26,292,019

売上総利益 3,263,436 2,680,832

販売費及び一般管理費   

運送費 126,437 152,009

給料及び手当 404,891 466,957

賞与引当金繰入額 90,695 98,978

退職給付引当金繰入額 22,541 25,157

減価償却費 54,279 60,924

賃借料 12,120 5,298

租税公課 37,293 33,152

試験研究費 23,456 28,540

その他 481,795 413,777

販売費及び一般管理費合計 1,253,512 1,284,794

営業利益 2,009,924 1,396,038

営業外収益   

受取利息 9,290 4,323

受取配当金 4,961 5,556

スクラップ売却益 152,240 140,165

為替差益 28,896 30,485

その他 110,502 119,494

営業外収益合計 305,891 300,024

営業外費用   

支払利息 22,040 12,845

支払手数料 9,587 9,201

外国源泉税 9,504 －

その他 4,585 8,494

営業外費用合計 45,717 30,542

経常利益 2,270,098 1,665,520

特別利益   

固定資産売却益 152 144

特別利益合計 152 144

特別損失   

固定資産売却損 － 109

固定資産除却損 3,906 24,946

特別損失合計 3,906 25,056

税金等調整前四半期純利益 2,266,345 1,640,608

法人税、住民税及び事業税 906,157 609,340

法人税等調整額 △41,391 13,953

法人税等合計 864,765 623,293
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（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 1,401,579 1,017,314

少数株主利益 93,249 58,125

四半期純利益 1,308,329 959,189
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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 1,401,579 1,017,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,115 △90,547

為替換算調整勘定 △62,553 26,326

その他の包括利益合計 △84,668 △64,220

四半期包括利益 1,316,910 953,094

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,223,661 894,968

少数株主に係る四半期包括利益 93,249 58,125
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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 2,266,345 1,640,608

減価償却費 917,001 907,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,280 13,499

受取利息及び受取配当金 △14,252 △9,879

支払利息 22,040 12,845

為替差損益（△は益） △28,896 △30,485

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,753 24,912

売上債権の増減額（△は増加） △3,420,055 1,906,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,141 △97,100

仕入債務の増減額（△は減少） 537,521 △1,626,626

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,738 △117,064

その他 854,813 264,176

小計 1,221,148 2,888,763

利息及び配当金の受取額 14,252 9,879

利息の支払額 △22,655 △17,256

法人税等の支払額 △1,288,993 △1,245,069

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,248 1,636,317

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 △788,327 △1,604,659

有形固定資産の売却による収入 170 224

投資有価証券の取得による支出 △4,210 △4,874

投資活動によるキャッシュ・フロー △792,367 △1,609,310

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △350,000 △350,000

自己株式の取得による支出 △284 △375

配当金の支払額 △82,611 △165,215

少数株主への配当金の支払額 △36,461 △33,572

その他 △112,908 △45,977

財務活動によるキャッシュ・フロー △582,265 △595,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,754 △16,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,463,636 △584,302

現金及び現金同等物の期首残高 4,477,871 5,817,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,014,235 5,233,419
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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） 

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) 

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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