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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 69,034 8.3 6,410 △6.0 7,392 6.7 4,086 7.8
24年3月期第3四半期 63,725 ― 6,818 ― 6,926 ― 3,788 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 3,806百万円 （34.5％） 24年3月期第3四半期 2,829百万円 （―％）

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 81.58 ―
24年3月期第3四半期 75.63 ―

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 107,106 71,872 62.5 1,335.56
24年3月期 102,098 68,940 62.8 1,279.72
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  66,896百万円 24年3月期  64,099百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
25年3月期 ― 8.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 16.00

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  
平成25年3月期通期連結業績予想につきましては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照願います。 

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 92,000 6.8 7,500 △16.6 8,000 △16.8 4,200 △18.7 83.85



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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きは終了しておりません。 

※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およ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。 

※  注記事項

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   ：  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 54,021,824 株 24年3月期 54,021,824 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,933,279 株 24年3月期 3,932,612 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 50,088,741 株 24年3月期3Q 50,094,694 株
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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 

①概況
当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、主要な取引先である自動

車業界におきまして、国内の自動車生産・新車販売では、期前半は好調に推移し、震災前の一昨年の
水準まで回復したものの、後半にかけては需要が落ち込み、これまでの回復基調に陰りをみせていま
す。北米におきましては、米国経済が引き続き堅調に推移していることから、新車販売は前年同期を
上回る水準で推移しました。 
 また、米国経済における懸念事項も回避され、国内でも昨年末より続く円安基調・株価の上昇がみ
られ、景気回復の兆しをみせています。しかしながら、先行き不透明な消費マインドや、不安定な
国際情勢に加え、急激な円安・株高に対する反動等の懸念もあり、先行きは楽観視できません。 
こうしたなか当社グループの業績は、売上高 690 億３千４百万円、前年同期比 53 億９百万円の増

収（8.3％増）、営業利益は 64 億１千万円、前年同期比４億８百万円の減益（6.0％減）。また、円相
場の変動による為替差益などにより、経常利益は 73 億９千２百万円、前年同期比４億６千６百万円
の増益（6.7％増）、四半期純利益は 40 億８千６百万円、前年同期比２億９千８百万円の増益（7.8％
増）となりました。 

②事業セグメント別の状況
＜プレス関連製品事業＞ 
 自動車関連部門におきましては、国内自動車販売は、エコカー補助金による需要喚起により好調に
推移したものの、補助金終了の反動による影響を受けています。北米におきましては、引き続き好
調な米国新車販売に加え、新規車種の立ち上がりにより、前年同期を大幅に上回る水準で推移しま
した。また当第３四半期連結累計期間より、東普雷（佛山）汽車部件有限公司および TOPRE（THAILAND）
CO.,LTD.を加えた、プレス関連製品事業全体での売上高は 406 億６千７百万円、前年同期比 29 億９
千１百万円の増収（7.9％増）、セグメント利益（営業利益）は、償却費負担の増加や、新規車種立
上りによる生産効率の低下により 52 億４千８百万円、前年同期比５億８千６百万円の減益（10.0％
減）となりました。 

＜定温物流関連事業＞ 
 冷凍車部門におきましては、冷凍車需要は、７月の補助金終了以後も、昨年先送りされた車両更新
分に加え、小型トラックを中心とした市場の活性化により好調に推移し、受注・生産は前年同期を上
回りました。また、冷凍輸送部門におきましても堅調に推移したことから、定温物流関連事業全体で
の売上高は 229 億３千２百万円、前年同期比 23 億１百万円の増収（11.2％増）、セグメント利益（営
業利益）は、売上高の増加にともない７億４千４百万円、前年同期比２億８千１百万円の増益（60.7％
増）となりました。 

＜その他＞ 
 空調機器部門におきましては、産業用送風機の受注が、設備投資の手控えなどにより減少しました。
また住宅用換気システムにおいても、消費増税・住宅税制改正の行方を見極めようとする消費者動
向により住宅着工戸数が伸び悩んだことから、受注が減少しました。 

一方、電子機器部門におきまして、キーボード「ＲＥＡＬＦＯＲＣＥ」の販売が堅調であったこ
と、タッチパネル関連製品の受注・生産も前年を上回る水準で推移したことから、その他の事業全
体での売上高は 54 億３千４百万円、前年同期比１千７百万円の増収（0.3％増）、セグメント利益（営
業利益）は空調機器部門の売上高減少の影響により４億１千８百万円、前年同期比１億１百万円の
減益（19.5％減）となりました。 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 
資産、負債、純資産の状況 
（資産の部） 
流動資産は、主に現金及び預金、有価証券の減少により、552 億１千４百万円となりました。 
固定資産では、有形固定資産において、主に Topre America Corporation および東普雷（佛山）汽

車部件有限公司の設備投資の進展、および定温物流センターの建設により、建設仮勘定、機械装置及
び運搬具が増加し、518 億９千２百万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ 50 億８百万円
増加の 1,071 億６百万円となりました。 
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（負債の部） 
流動負債は、主に海外子会社への設備投資により未払金が増加しましたが、未払法人税等が減少

したことから 263 億５千５百万円となりました。 
固定負債では、主に海外子会社への設備投資に係る長期借入金が増加したことから、88 億７千７

百万円となりました。 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ 20 億７千５百円増加の 352 億３千３百万円となり

ました。 

（純資産の部） 
為替相場の変動により、為替換算調整勘定のマイナス幅が拡大したものの、利益剰余金が増加した

ことから、前連結会計年度末に比べ 29 億３千２百万円増加の 718 億７千２百万円となりました。 

（３） 連結業績予想に関する定性的情報 
平成 25 年３月期通期連結業績予想につきましては、 近の業績および為替動向をふまえ、第４四

半期の見通しが未だ不透明であることから、平成 24 年 10 月 31 日公表の予想値を据え置きとさせて
いただきます。 

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 

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 
（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。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四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はそれぞれ 66 百万円増加しております。 

３． 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,620 13,245 

受取手形及び売掛金 20,410 20,275 

有価証券 7,835 5,439 

金銭債権信託受益権 5,400 4,600 

たな卸資産 7,742 8,262 

その他 3,579 3,391 

貸倒引当金 △1 △0 

流動資産合計 59,587 55,214 

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 8,169 10,868 

その他（純額） 18,787 24,233 

有形固定資産合計 26,956 35,102 

無形固定資産 427 412 

投資その他の資産

投資有価証券 13,783 14,885 

その他 1,366 1,512 

貸倒引当金 △22 △20 

投資その他の資産合計 15,126 16,377 

固定資産合計 42,511 51,892 

資産合計 102,098 107,106 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 18,058 18,024 

短期借入金 － 109 

1年内返済予定の長期借入金 723 1,015 

未払法人税等 3,696 1,024 

賞与引当金 1,226 538 

役員賞与引当金 87 60 

製品保証引当金 204 207 

資産除去債務 53 － 

その他 4,126 5,374 

流動負債合計 28,176 26,355 

固定負債

長期借入金 1,850 5,534 

長期未払金 859 830 

ＰＣＢ処理引当金 38 38 

繰延税金負債 2,067 2,292 

その他 167 182 

固定負債合計 4,982 8,877 

負債合計 33,158 35,233 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部

株主資本

資本金 5,610 5,610 

資本剰余金 4,840 4,840 

利益剰余金 56,344 59,606 

自己株式 △2,464 △2,465 

株主資本合計 64,330 67,592 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,120 2,107 

為替換算調整勘定 △2,350 △2,804 

その他の包括利益累計額合計 △230 △696 

少数株主持分 4,840 4,976 

純資産合計 68,940 71,872 

負債純資産合計 102,098 107,106 
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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

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

売上高 63,725 69,034 

売上原価 50,673 55,928 

売上総利益 13,052 13,106 

販売費及び一般管理費 6,234 6,695 

営業利益 6,818 6,410 

営業外収益

受取利息 85 69 

受取配当金 175 181 

固定資産賃貸料 75 73 

為替差益 － 517 

保険配当金 61 11 

その他 104 176 

営業外収益合計 502 1,031 

営業外費用

支払利息 18 28 

固定資産賃貸費用 13 12 

為替差損 294 － 

その他 67 8 

営業外費用合計 394 49 

経常利益 6,926 7,392 

特別利益

固定資産売却益 18 30 

投資有価証券売却益 － 5 

その他 － 6 

特別利益合計 18 43 

特別損失

固定資産除却損 24 89 

減損損失 0 0 

投資有価証券売却損 － 48 

投資有価証券評価損 44 － 

ゴルフ会員権評価損 49 17 

その他 － 0 

特別損失合計 119 155 

税金等調整前四半期純利益 6,825 7,280 

法人税、住民税及び事業税 2,886 2,335 

法人税等調整額 19 683 

法人税等合計 2,906 3,018 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,918 4,261 

少数株主利益 130 175 

四半期純利益 3,788 4,086 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 3,918 4,261 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △722 △1 

為替換算調整勘定 △366 △453 

その他の包括利益合計 △1,089 △454 

四半期包括利益 2,829 3,806 

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,707 3,620 

少数株主に係る四半期包括利益 122 186 
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日) 

該当事項はありません。  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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)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、空調機器、電子機器、表面処理事

業等を含んでおります。 

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

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

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)

プレス関連
製品事業

定温物流
関連事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 37,676 20,631 58,307 5,417 63,725 ― 63,725

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

162 14 176 367 543 △543 ─

計 37,83820,64558,4845,78564,269△543 63,725

セグメント利益 5,834 463 6,298 519 6,818 ― 6,818
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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)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、空調機器、電子機器、表面処理事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の合計額は、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。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益は「プレス関連

製品事業」で39百万円、「定温物流関連事業」で19百万円、「その他」で６百万円それぞれ利益が増加

しております。 

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

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

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)

プレス関連
製品事業

定温物流関
連事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 40,667 22,932 63,600 5,434 69,034 ― 69,034

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

202 5 208 419 628 △628 ─

計 40,87022,93863,8085,85369,662△628 69,034

セグメント利益 5,248 744 5,992 418 6,410 ― 6,410

（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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