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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 4,408 2.0 146 △5.4 203 33.5 129 44.2
24年3月期第3四半期 4,321 △0.4 155 △16.2 152 △11.6 89 △43.3

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3四半期 21.57 ―
24年3月期第3四半期 14.95 ―

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3四半期 5,233 2,870 54.9 478.54
24年3月期 5,573 2,781 49.9 463.71
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,870百万円 24年3月期  2,781百万円

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 5,950 0.0 200 △31.3 201 △36.9 121 △32.6 20.17



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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3Q 6,000,000 株 24年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,787 株 24年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,998,213 株 24年3月期3Q 5,998,213 株

※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報告書のレビュー手続きの対象外であります。 
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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまして
は、２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の減速や株価の低迷、長期化する円高等の影響により

不透明な状況が続いておりましたが、12月の政権交代により円安、株高の方向に誘導され景気浮揚の期待が大きく

なってまいりました。 

自動車業界におきましては、当上半期の前半まではエコカー補助金の効果もあり、生産の回復基調が見られたも

のの、下期に入り日中関係の悪化による販売台数の減少や円高による輸出への影響などで、厳しい状況が続いてお

ります。  

この様な状況の中で、当社の売上高は、前年同期比86百万円増収の4,408百万円（前年同期比2.0%増）となりま

した。 

利益面におきましては、営業利益は前年同期比8百万円減益の146百万円（前年同期比5.4%減）、経常利益は第３

四半期末が円安にふれたことによる為替差益の計上で前年同期比51百万円増益の203百万円（前年同期比33.5%

増）、四半期純利益は前年同期比39百万円増益の129百万円（前年同期比44.2%増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況）  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、流動資産等の減少により前事業年度末に比べ339百万円減少の5,233

百万円となりました。 

有利子負債は、前事業年度末に比べ7百万円増加の764百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末に比べ88百万円増加し2,870百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ5.0%増加の54.9%となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

113百万円減少（30.1%減）の262百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比257百万円増加の243百万円とな

りました。 

  これは主に、税引前四半期純利益の増加と売上債権の減少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３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、前年同期比139百万円増加(73.1%増)の329百

万円となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得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３四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、前年同期比22百万円減少(43.8%減)の28百万

円となりました。        

 これは主に、長期借入金の返済と配当金の支払いによるものであります。    

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当事業年度における今後の自動車業界の環境は、世界生産は順調に伸びていくものと思われますが、地産地消の

拡大により国内生産は低調に推移することが予測されます。 

このような状況のなかで、当社は新規品の獲得と業績の向上に向け、全社を上げ、引き続き取り組んでまいりま

す。 

なお、通期の業績数値は、平成24年10月30日付け当社「平成25年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」の公

表の予想数値を変更せず進めてまいります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ10,602千円増加しております。  

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 375,635 262,630

受取手形及び売掛金 1,478,360 1,250,510

商品及び製品 92,218 102,013

仕掛品 296,748 277,295

原材料及び貯蔵品 156,587 144,134

前払費用 2,728 3,276

繰延税金資産 89,904 89,904

未収入金 739,344 569,130

その他 13,440 9,925

貸倒引当金 △1,900 △1,600

流動資産合計 3,243,068 2,707,220

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,089,090 1,990,016

減価償却累計額 △1,539,311 △1,479,561

建物（純額） 549,779 510,455

構築物 154,935 155,715

減価償却累計額 △117,484 △120,215

構築物（純額） 37,450 35,499

機械及び装置 3,536,977 3,739,259

減価償却累計額 △3,000,187 △3,047,097

機械及び装置（純額） 536,789 692,161

車両運搬具 15,649 13,004

減価償却累計額 △15,349 △12,788

車両運搬具（純額） 300 216

工具、器具及び備品 287,892 310,600

減価償却累計額 △249,108 △272,530

工具、器具及び備品（純額） 38,784 38,069

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 70,331 25,657

有形固定資産合計 1,273,798 1,342,421

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 63 －

その他 847 847

無形固定資産合計 5,803 5,740



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,056 108,287

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 233,369 210,822

長期未収入金 － 171,761

その他 41,585 33,640

貸倒引当金 － △100

投資その他の資産合計 1,050,377 1,177,777

固定資産合計 2,329,979 2,525,939

資産合計 5,573,047 5,233,160

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 232,158 195,555

短期借入金 430,000 530,000

1年内返済予定の長期借入金 122,845 109,820

未払金及び未払費用 1,443,018 1,172,061

未払法人税等 133,067 56,282

資産除去債務 157 156

賞与引当金 119,157 58,394

その他 12,533 24,020

流動負債合計 2,492,938 2,146,290

固定負債   

長期借入金 204,810 125,000

繰延税金負債 93,867 91,459

固定負債合計 298,677 216,459

負債合計 2,791,615 2,362,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,363,582 1,456,960

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,755,970 2,849,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,461 21,063

評価・換算差額等合計 25,461 21,063

純資産合計 2,781,431 2,870,410

負債純資産合計 5,573,047 5,233,160



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,321,729 4,408,184

売上原価 3,856,686 3,929,348

売上総利益 465,042 478,836

販売費及び一般管理費 309,812 331,989

営業利益 155,230 146,846

営業外収益   

受取利息 22 619

受取配当金 1,392 2,720

為替差益 － 11,274

製造提携先機械等売却益 14,869 27,936

助成金収入 5,996 1,605

その他 10,583 20,129

営業外収益合計 32,864 64,287

営業外費用   

支払利息 10,118 6,154

為替差損 23,575 －

その他 1,700 1,200

営業外費用合計 35,395 7,354

経常利益 152,699 203,779

特別利益   

固定資産売却益 285 10,794

投資有価証券売却益 － 4,638

その他 － 11

特別利益合計 285 15,444

特別損失   

固定資産除却損 1,976 1,540

減損損失 412 132

その他 466 －

特別損失合計 2,856 1,672

税引前四半期純利益 150,128 217,551

法人税等 60,438 88,184

四半期純利益 89,690 129,366



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 150,128 217,551

減価償却費 215,448 213,185

有形固定資産除却損 1,976 1,540

減損損失 412 132

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 △200

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,749 △60,763

前払年金資産の増減額（△は増加） 25,234 22,546

受取利息及び受取配当金 △1,415 △3,340

支払利息 10,118 6,154

為替差損益（△は益） △1,348 △1,412

有形固定資産売却損益（△は益） △285 △10,794

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,638

売上債権の増減額（△は増加） △148,577 227,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,069 22,111

その他の流動資産の増減額（△は増加） △119,036 1,938

仕入債務の増減額（△は減少） 40,186 △36,603

未払金の増減額（△は減少） 34,657 △197,530

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,300 21,883

小計 84,182 419,609

利息及び配当金の受取額 1,503 3,344

利息の支払額 △9,993 △6,815

法人税等の支払額 △89,021 △172,315

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,328 243,822

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 △185,799 △389,254

有形固定資産の売却による収入 500 40,213

投資有価証券の取得による支出 △4,694 △654

投資有価証券の売却による収入 － 12,255

投資その他の資産の増減額（△は増加） △396 7,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,391 △329,518

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） 80,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △101,116 △92,835

配当金の支払額 △30,009 △35,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,125 △28,721

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,348 1,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,496 △113,005

現金及び現金同等物の期首残高 562,860 375,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 309,363 262,630



  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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