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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 12,200 4.6 1,460 18.4 1,283 11.4 937 12.8
24年3月期第2四半期 11,666 △3.9 1,233 △28.5 1,152 △28.4 830 △34.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 327百万円 （81.4％） 24年3月期第2四半期 180百万円 （△56.0％）

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 81.87 ―
24年3月期第2四半期 72.60 ―

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 30,125 21,377 70.9 1,866.71
24年3月期 30,490 21,231 69.6 1,852.90
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  21,365百万円 24年3月期  21,207百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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 24,500 3.3 2,780 0.7 2,660 △0.0 1,670 △8.3 145.91



(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。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
に基づく四半期連結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、当社が現在入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる
場合があります。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）2ページ「連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  無
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 12,291,849 株 24年3月期 12,291,849 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 846,107 株 24年3月期 846,069 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,445,764 株 24年3月期2Q 11,445,798 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世界経済は、新興国における景気が減速に転じたことや、欧州の財政危機

の影響により総じて減速傾向となりました。 

 わが国におきましても、東日本大震災からの復興需要はあるものの、欧州の金融不安、円高の長期化、輸出の

不振により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような事業環境の下、当社グループは製造・販売におけるグローバル体制の強化を引き続き推進して参り

ました。この結果、主力の車載分野で、中国及び米国市場の売上が引き続き好調に推移いたしました。また、損

益面におきましても、ベトナム工場の拡充や、製造工程における内製化・合理化、一般管理費の削減といった取

組みを行って参りました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同期比4.6％増の122億円となりました。営業

利益は18.4％増の14億６千万円、経常利益は同11.4％増の12億８千３百万円、四半期純利益は同12.8％増の９億

３千７百万円となりました。   

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  １．資産、負債及び純資産の状況   

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ、３億６千５百万円減少し、301億２千５百万

円となりました。この主な要因は、現金及び預金が９千８百万円、受取手形及び売掛金が３億７千９百万円、そ

れぞれ減少し、棚卸資産が１億２千２百万円増加したことによるものであります。  

 負債は、前連結会計年度末に比べ、５億１千１百万円減少し、87億４千７百万円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が７千５百万円、短期借入金が２億４千３百万円、未払金が２億３千１百万円、それぞ

れ減少したことによるものであります。    

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、１億４千５百万円増加し、213億７千７百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が７億５千５百万円増加し、為替換算調整勘定が５億９千万円減少したことによるものでありま

す。 

  

２．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現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により19億４

千９百万円増加し、投資活動により15億１千７百万円減少し、財務活動により３億３千３百万円減少した結果、

40億８千１百万円となりました。  

（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12億６千８百万円、減価償却費10億８千１百万円、売上債権減少額２千８百万円、

仕入債務増加額３億６千１百万円等により、営業活動により獲得した資金は、前年同期と比べ５億１千１百万円

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14億７千２百万円、無形固定資産の取得による支出２千３百万円により、前年同

期と比べ１千８百万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） 

 株主への配当金の支払１億７千１百万円、短期借入金の純減少額１億３千３百万円、長期借入金の減少額２千８

百万円により、前年同期と比べ２億４千９百万円の減少となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通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通期業績予想の修正を行っております。

具体的な内容につきましては、本日（平成24年11月12日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

  該当事項はありません。  

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。    

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 4,179 4,081

受取手形及び売掛金 7,223 6,843

商品及び製品 2,934 3,346

仕掛品 107 92

原材料及び貯蔵品 1,834 1,560

繰延税金資産 226 272

その他 538 543

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 17,036 16,733

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,356 3,275

減価償却累計額 △1,518 △1,544

建物及び構築物（純額） 1,838 1,731

機械装置及び運搬具 9,944 10,062

減価償却累計額 △4,676 △4,679

機械装置及び運搬具（純額） 5,267 5,382

工具、器具及び備品 8,911 9,046

減価償却累計額 △6,628 △6,507

工具、器具及び備品（純額） 2,282 2,538

土地 837 837

建設仮勘定 1,584 1,338

有形固定資産合計 11,810 11,827

無形固定資産   

ソフトウエア 716 648

その他 107 68

無形固定資産合計 824 717

投資その他の資産   

投資有価証券 257 246

その他 652 693

貸倒引当金 △91 △91

投資その他の資産合計 818 847

固定資産合計 13,454 13,392

資産合計 30,490 30,125
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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 3,567 3,491

短期借入金 2,284 2,040

1年内返済予定の長期借入金 61 61

未払法人税等 295 362

賞与引当金 210 219

その他 1,798 1,528

流動負債合計 8,216 7,702

固定負債   

長期借入金 463 435

退職給付引当金 420 454

役員退職慰労引当金 151 149

その他 5 5

固定負債合計 1,042 1,044

負債合計 9,258 8,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 10,919 11,675

自己株式 △602 △602

株主資本合計 22,739 23,495

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35 △43

為替換算調整勘定 △1,495 △2,086

その他の包括利益累計額合計 △1,531 △2,129

少数株主持分 24 12

純資産合計 21,231 21,377

負債純資産合計 30,490 30,125
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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 11,666 12,200

売上原価 7,885 8,229

売上総利益 3,780 3,970

販売費及び一般管理費 2,547 2,510

営業利益 1,233 1,460

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 2 5

受取保険金 － 10

その他 17 3

営業外収益合計 23 21

営業外費用   

支払利息 12 14

為替差損 42 162

その他 49 22

営業外費用合計 104 198

経常利益 1,152 1,283

特別利益   

固定資産売却益 4 0

その他 － 0

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産除却損 39 11

特別退職金 10 3

特別損失合計 49 15

税金等調整前四半期純利益 1,106 1,268

法人税、住民税及び事業税 237 415

法人税等調整額 39 △72

法人税等合計 276 342

少数株主損益調整前四半期純利益 830 926

少数株主損失（△） △0 △10

四半期純利益 830 937
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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 830 926

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 △7

為替換算調整勘定 △644 △591

その他の包括利益合計 △649 △599

四半期包括利益 180 327

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 185 339

少数株主に係る四半期包括利益 △5 △12
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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 1,106 1,268

減価償却費 933 1,081

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

受取利息及び受取配当金 △5 △7

支払利息 12 14

為替差損益（△は益） △93 △68

固定資産除却損 39 11

有形固定資産売却損益（△は益） △4 △0

売上債権の増減額（△は増加） △377 28

たな卸資産の増減額（△は増加） △708 △492

仕入債務の増減額（△は減少） 327 361

その他 365 16

小計 1,638 2,257

利息及び配当金の受取額 5 7

利息の支払額 △12 △13

法人税等の支払額 △193 △301

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,438 1,949

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 △1,396 △1,472

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △80 △23

その他 △25 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,499 △1,517

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） 132 △133

長期借入金の返済による支出 △35 △28

配当金の支払額 △171 △171

リース債務の返済による支出 △9 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △84 △333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △242 △196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △387 △98

現金及び現金同等物の期首残高 4,354 4,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,966 4,081
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  該当事項はありません。 

   

   

 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） 

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．セグメント利益の「調整額」△469百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主 

        に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。  

      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調整を行っております。  

  

    

  

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  

   

                                              （単位：百万円）

   (注) １．セグメント利益の「調整額」△447百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主 

        に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。  

      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調整を行っております。    

（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

  

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  アジア 欧州  北米  計  

 売上高                       

(1) 外部顧客に 

  対する売上高  
  3,655   5,339   1,945 726  11,666  － 11,666

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高  
 5,856 5,311 － －  11,168  △11,168 －

計  9,511 10,651 1,945 726  22,834  △11,168 11,666

 セグメント利益 

 又は損失（△）  
 940 659 67 34  1,702  △469 1,233

  

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  アジア 欧州  北米  計  

 売上高                       

(1) 外部顧客に 

  対する売上高  
  3,536   5,867   1,822 973  12,200  － 12,200

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高  
 6,529 6,022 － 0  12,552  △12,552 －

計  10,066 11,889 1,822 974  24,752  △12,552 12,200

 セグメント利益 

 又は損失（△）  
 1,255 702 △99 49  1,908  △447 1,460
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