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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 102,597 15.0 8,129 2.5 8,230 9.3 5,248 △1.8

24年3月期第3四半期 89,198 △1.8 7,927 △25.8 7,531 △25.2 5,344 △17.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 5,924百万円 （163.2％） 24年3月期第3四半期 2,251百万円 （△47.2％）

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 99.27 ―

24年3月期第3四半期 100.00 100.00

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 165,422 84,077 49.8 1,563.60
24年3月期 134,886 81,202 59.1 1,504.22

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  82,458百万円 24年3月期  79,674百万円

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 ― 22.00 ― 23.00 45.00
25年3月期 ― 23.00 ―

25年3月期（予想） 23.00 46.00

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 138,000 12.3 10,000 △2.4 10,000 △0.6 5,500 △19.8 104.02

nf31527
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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  ：  有  

(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報告書の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、金融商品取引法
に基づく四半期報告書のレビュー手続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仮定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「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   ：  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 53,754,477 株 24年3月期 53,754,477 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,018,079 株 24年3月期 786,811 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 52,872,393 株 24年3月期3Q 53,440,931 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかながら持ち直しの動き

をみせておりましたが、年後半から世界経済の減速の影響や中国での減産の影響等を受け総じて弱含みで推移いた

しました。一方海外においては米国経済での緩やかな景気回復が続き、またアジア圏においてもタイを中心とした

景気拡大がみられました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーでは、年前半は政府景気刺激策と相俟って好調でした

が、年後半からエコカー補助金の打ち切りや中国における販売の減少による影響等もあり総じて弱含みとなりまし

た。海外の販売においては、米国やタイでの生産、販売の伸びも見られ、総じて好調に推移しました。 

このような状況のなか、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比15.0％増の

1,025億９千７百万円となりました。 

一方、利益面では、売上高の増加に伴う利益増がありましたが、新拠点の立上げコストや生産能力拡大費用等の

負担もあり、当第３四半期連結累計期間の連結営業利益は前年同期比2.5％増の81億２千９百万円となりました。

連結経常利益は前年同期比9.3％増の82億３千万円となり、連結四半期純利益は前年同期比1.8％減の52億４千８百

万円となりました。 

  

①合成樹脂成形品事業 

 合成樹脂成形品事業は、国内において年後半から減速感がみられたものの、海外では北米の景気回復による需要

拡大、タイの生産拡大などにより総じて順調に推移しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の合成樹脂成形品事業の売上高は前年同期比15.8％増の887億３百万円と

なりました。営業利益につきましては、生産能力拡大に伴い費用や新拠点の立上げコストもあり、前年同期比

2.5％増の96億６千万円となりました。 

  

②ベッド及び家具事業 

ベッド及び家具事業は、「シモンズベッド」としての高級ブランドも浸透し、国内外とも順調に推移しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間のベッド及び家具事業の売上高は前年同期比11.6％増の122億９千９百万円

となりました。営業利益につきましては、工場の稼働率の向上及び経費節減の効果もあり、前年同期比13.0％増の

15億５千１百万円となりました。 

  

③その他の事業 

その他の事業は主に新聞及び出版事業であります。当第３四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は前年同

期比0.7％減の15億９千４百万円となりました。営業損失は固定費削減等により１億３千７百万円（前年同期の営

業損失は２億１千５百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ305億３千５百万円増加して、1,654億２千

２百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加194億１千６百万円および有形固定資産の増加64億

６千７百万円などによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ276億５千９百万円増加し813億４千４百万

円となりました。主な増加要因は、社債（１年内償還予定の社債含む。）の増加223億８百万円および長期借入金

の増加32億６千５百万円などによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ28億７千５百万円増加し840億７千７百

万円となりました。主な増加要因は、利益剰余金が27億８千６百万円増加したこと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

- 2 -



   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 （通期） 

 通期連結業績予想の修正理由 

 売上面では、国内においては下期に入り日系自動車メーカーの減産により、主力プラスチック精密成形部品の売

上の減少が見込まれます。一方海外においては米国やタイなどで順調な推移が見込まれ、全体としては予想を上回

る見込みであります。利益面では、中国の国内情勢による影響や、新規に立ち上げた海外生産拠点のコスト増加な

どの影響により減少が見込まれるため、通期の連結業績予想を修正いたします。  

  

（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 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。   

   

（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、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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

  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 

前回発表予想（Ａ） 

平成24年５月10日発表 
130,000 12,500 12,000 7,000 132 16 

今回修正予想（Ｂ） 138,000 10,000 10,000 5,500 104 02

増減額（Ｂ－Ａ） 8,000 △2,500 △2,000 △1,500 － 

増減率（％） 6.2 △20.0 △16.7 △21.4 －   

（ご参考）前期通期実績 

（平成24年３月期）  
122,880 10,240 10,059 6,853 128 41

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 29,306 48,722

受取手形及び売掛金 27,793 29,096

有価証券 5,077 6,752

商品及び製品 7,487 8,902

仕掛品 1,916 2,340

原材料及び貯蔵品 3,279 4,004

繰延税金資産 901 869

その他 4,076 3,546

貸倒引当金 △75 △85

流動資産合計 79,764 104,147

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,831 16,368

機械装置及び運搬具（純額） 7,441 9,737

金型（純額） 2,298 2,822

工具、器具及び備品（純額） 2,018 2,218

土地 14,282 14,544

建設仮勘定 5,519 6,163

その他（純額） 11 15

有形固定資産合計 45,403 51,870

無形固定資産   

のれん 290 335

その他 914 2,240

無形固定資産合計 1,205 2,576

投資その他の資産   

投資有価証券 6,871 5,063

繰延税金資産 232 306

その他 1,550 1,475

貸倒引当金 △140 △18

投資その他の資産合計 8,513 6,827

固定資産合計 55,122 61,274

資産合計 134,886 165,422
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,848 13,989

1年内償還予定の社債 － 15,000

短期借入金 4,697 4,540

1年内返済予定の長期借入金 152 269

未払金 2,145 2,168

未払法人税等 1,076 1,696

賞与引当金 1,340 503

その他 5,393 7,099

流動負債合計 28,655 45,267

固定負債   

社債 15,000 22,308

長期借入金 6,967 10,233

繰延税金負債 692 700

退職給付引当金 1,900 2,226

その他 468 608

固定負債合計 25,028 36,076

負債合計 53,684 81,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 74,604 77,391

自己株式 △1,770 △2,159

株主資本合計 91,775 94,173

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 272 195

土地再評価差額金 △86 △86

為替換算調整勘定 △12,286 △11,824

その他の包括利益累計額合計 △12,100 △11,715

少数株主持分 1,527 1,619

純資産合計 81,202 84,077

負債純資産合計 134,886 165,422
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 89,198 102,597

売上原価 61,364 72,816

売上総利益 27,834 29,781

販売費及び一般管理費 19,906 21,651

営業利益 7,927 8,129

営業外収益   

受取利息 192 154

為替差益 － 129

その他 247 417

営業外収益合計 439 701

営業外費用   

支払利息 230 381

為替差損 415 －

その他 189 219

営業外費用合計 835 600

経常利益 7,531 8,230

特別利益   

固定資産売却益 11 46

負ののれん発生益 222 －

子会社清算益 281 －

その他 86 4

特別利益合計 601 51

特別損失   

投資有価証券評価損 21 27

固定資産処分損 14 13

震災に伴う操業度差異 505 －

その他 10 3

特別損失合計 551 44

税金等調整前四半期純利益 7,581 8,237

法人税等 1,798 2,727

少数株主損益調整前四半期純利益 5,782 5,509

少数株主利益 438 261

四半期純利益 5,344 5,248

少数株主利益 438 261

少数株主損益調整前四半期純利益 5,782 5,509

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △447 △76

土地再評価差額金 △7 －

為替換算調整勘定 △3,078 491

持分法適用会社に対する持分相当額 1 －

その他の包括利益合計 △3,531 414

四半期包括利益 2,251 5,924

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,964 5,634

少数株主に係る四半期包括利益 286 290
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

【セグメント情報】 

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） 

〔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. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  ２. セグメント利益又は損失の調整額△2,654百万円は、全社費用△2,749百万円及びセグメント間取引消去  

95百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（参考情報） 

〔所在地別セグメント情報〕  

  

 (関連情報） 

〔地域ごとの売上高情報〕 

   (注) １.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

      ２.アジアの数値は韓国の売上高を含んでおりません。 

      ３.北米の数値はアメリカの売上高を含んでおりません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  76,575  11,017  87,593  1,605  －  89,198

セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 1  0  1  78  △80  －

計  76,577  11,017  87,594  1,683  △80  89,198

セグメント利益又は損失（△）  9,424  1,372  10,796  △215  △2,654  7,927

  （単位：百万円）

  日本 アジア 北米 欧州 合計 消去又は全社 
四半期連結損益
及び包括利益計
算書計上額 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  47,099 27,988 9,059 5,050  89,198  － 89,198

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,682 2,155 8 42  5,889  △5,889 －

計  50,781 30,144 9,067 5,093  95,087  △5,889 89,198

営業利益  5,658 3,879 379 214  10,132  △2,204 7,927

（単位：百万円）

  日本 韓国 アジア(注2） アメリカ 北米(注3） 欧州 その他 合計

 売上高(注1）  46,685  11,668  16,517  7,926  1,519  4,809  70  89,198
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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） 

〔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. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  ２. セグメント利益又は損失の調整額△2,945百万円は、全社費用△3,040百万円及びセグメント間取引消去 

      94百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（参考情報） 

〔所在地別セグメント情報〕 

  

 (関連情報） 

〔地域ごとの売上高情報〕 

   (注) １.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

      ２.アジアの数値は韓国の売上高を含んでおりません。 

      ３.北米の数値はアメリカの売上高を含んでおりません。 

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  88,703  12,299  101,002  1,594  －  102,597

セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 1  0  1  74  △76  －

計  88,704  12,299  101,004  1,669  △76  102,597

セグメント利益又は損失（△）  9,660  1,551  11,212  △137  △2,945  8,129

  （単位：百万円）

  日本 アジア 北米 欧州 合計 消去又は全社 
四半期連結損益
及び包括利益計
算書計上額 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  50,667 32,849 12,778 6,302  102,597  － 102,597

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,999 2,781 17 36  6,835  △6,835 －

計  54,667 35,631 12,796 6,338  109,443  △6,835 102,597

営業利益又は損失（△）  6,385 3,496 564 △56  10,390  △2,261 8,129

（単位：百万円）

  日本 韓国 アジア(注2） アメリカ 北米(注3） 欧州 その他 合計

 売上高(注1）  50,381  13,024  19,887  10,994  2,184  5,924  200  102,597
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