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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 70,830 19.0 630 △66.1 569 △68.7 △912 ―
24年3月期第3四半期 59,497 △7.9 1,859 △46.4 1,826 △45.5 1,471 △45.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △893百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 780百万円 （△60.2％）

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 △55.69 ―
24年3月期第3四半期 89.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 59,075 17,965 29.2
24年3月期 55,228 19,023 33.1
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  17,278百万円 24年3月期  18,309百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
25年3月期 ― 4.50 ―
25年3月期（予想） 4.50 9.00

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   

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 93,000 13.1 △1,400 ― △1,400 ― △3,200 ― △193.80



(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  
（注）詳細は、添付資料P.2「２. サマリー情報（その他）に関する事項 （1）四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料P.2「２. サマリー情報（その他）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。  
 

(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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。  

※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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記
の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （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

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 19,410,000 株 24年3月期 19,410,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,030,649 株 24年3月期 3,027,861 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,380,946 株 24年3月期3Q 16,383,962 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におけるわが国経済は、震災復興需要による個人消費の持ち直しが内需を下支え

し、緩やかな回復基調となる一方、長期化する円高や欧州債務問題及び中国の景気減速により不安定な状況が続

きました。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における売上高は、北米・中国得意先の増産影響により前年

同期比19.0％増の70,830百万円となりました。損益面では、増収となるものの、北米地区における新機種立上げ

生産トラブルが影響し、営業利益は前年同期比66.1％減の630百万円、経常利益は前年同期比68.7％減の569百万

円となりました。また、客先の市場回収処置に伴い、製品保証引当金繰入額762百万円を特別損失に計上したこ

となどにより、四半期純損失は912百万円（前年同期は1,471百万円の四半期純利益）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、59,075百万円となり、前連結会計年度に比べ3,847百万円

増加しました。これは現金及び預金の増加1,396百万円、原材料の増加1,053百万円が主な要因であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、41,110百万円となり、前連結会計年度に比べ4,905百万円

増加しました。これは長短借入金の増加7,025百万円、支払手形及び買掛金の減少1,573百万円が主な要因であり

ます。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,965万円となり、前連結会計年度に比べ1,058百万円

減少しました。利益剰余金の減少1,060百万円が主な要因であります。     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年10月31日に発表した平成25年３月期の連結業績につきましては、次のとおり修正しております。詳細

は、平成25年１月23日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

通期連結業績予想の修正  

（１）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。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（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、これによる当第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に与える影

響は軽微であります。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：百万円）

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  

前回予想（Ａ)  100,000 2,300  2,100 1,100 

今回修正（Ｂ）     93,000     △1,400   △1,400     △3,200 

増減額（Ｂ－Ａ）       △7,000 △3,700 △3,500     △4,300 

増減率  △7.0%     －   －      －

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：千円）

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 5,346,883 6,743,370

受取手形及び売掛金 14,242,709 14,740,010

製品 1,441,574 1,164,883

原材料 5,378,452 6,431,778

仕掛品 942,089 801,774

貯蔵品 1,398,242 1,310,732

繰延税金資産 716,625 708,316

その他 1,652,353 2,474,522

貸倒引当金 △3,709 △3,709

流動資産合計 31,115,223 34,371,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,325,384 7,419,612

機械装置及び運搬具（純額） 6,165,150 6,737,009

工具、器具及び備品（純額） 1,645,190 1,702,870

土地 4,283,771 4,286,928

その他（純額） 1,333,190 791,212

有形固定資産合計 20,752,688 20,937,632

無形固定資産   

その他 308,354 680,393

無形固定資産合計 308,354 680,393

投資その他の資産   

投資有価証券 1,703,878 1,780,009

繰延税金資産 766,513 752,692

その他 595,734 566,130

貸倒引当金 △14,160 △13,160

投資その他の資産合計 3,051,966 3,085,672

固定資産合計 24,113,009 24,703,699

資産合計 55,228,232 59,075,378
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（単位：千円）

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 14,135,239 12,562,191

短期借入金 6,177,900 13,379,786

未払法人税等 1,020,406 648,817

繰延税金負債 128,335 124,860

賞与引当金 897,198 643,333

役員賞与引当金 75,000 56,250

製品保証引当金 520,938 1,212,290

その他 4,871,863 4,316,138

流動負債合計 27,826,881 32,943,668

固定負債   

長期借入金 4,319,087 4,142,680

繰延税金負債 474,025 309,888

退職給付引当金 2,863,271 2,867,886

役員退職慰労引当金 421,333 390,197

その他 300,068 455,766

固定負債合計 8,377,785 8,166,419

負債合計 36,204,667 41,110,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 18,249,183 17,188,711

自己株式 △2,064,192 △2,065,635

株主資本合計 22,575,554 21,513,639

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 451,961 499,284

為替換算調整勘定 △4,718,296 △4,734,295

その他の包括利益累計額合計 △4,266,334 △4,235,010

少数株主持分 714,345 686,661

純資産合計 19,023,565 17,965,290

負債純資産合計 55,228,232 59,075,378
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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：千円）

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 59,497,900 70,830,360

売上原価 53,633,111 65,144,244

売上総利益 5,864,789 5,686,115

販売費及び一般管理費 4,004,910 5,056,019

営業利益 1,859,878 630,096

営業外収益   

受取利息 56,935 67,340

受取配当金 30,478 32,404

投資不動産賃貸料 49,042 49,042

持分法による投資利益 18,000 194

助成金収入 81,406 －

雑収入 186,245 184,179

営業外収益合計 422,109 333,160

営業外費用   

支払利息 178,573 230,665

為替差損 89,797 44,775

雑損失 187,302 117,933

営業外費用合計 455,674 393,374

経常利益 1,826,313 569,882

特別利益   

固定資産売却益 3,282 －

特別利益合計 3,282 －

特別損失   

製品保証引当金繰入額 － 762,056

割増退職金 10,966 －

特別損失合計 10,966 762,056

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,818,629 △192,173

法人税等 342,931 732,485

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,475,698 △924,659

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,261 △12,313

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,471,436 △912,345
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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：千円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,475,698 △924,659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △79,784 47,301

為替換算調整勘定 △615,172 △16,047

その他の包括利益合計 △694,956 31,253

四半期包括利益 780,741 △893,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 786,535 △881,021

少数株主に係る四半期包括利益 △5,794 △12,383
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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 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

  

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 

（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：千円）

  
報告セグメント

合計
日本 北米 中国 東南アジア 

売上高           

外部顧客への売上高 32,841,633 17,426,934 8,615,864  613,468 59,497,900

セグメント間の内部売上高
又は振替高 5,330,215 6,677 594,510  4,151,814 10,083,217

計 38,171,848 17,433,611 9,210,375  4,765,282 69,581,118

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
1,309,707 △914,009 1,015,392  413,872 1,824,964

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  1,824,964

セグメント間取引消去  8,949

その他の調整  25,965

四半期連結損益計算書の営業利益  1,859,878

  （単位：千円）

  
報告セグメント

合計
日本 北米 中国 東南アジア  

売上高          

外部顧客への売上高 31,069,340 27,060,197 11,756,172  944,648 70,830,360

セグメント間の内部売上高
又は振替高 5,222,831 19,950 652,364  5,632,924 11,528,070

計 36,292,172 27,080,148 12,408,536  6,577,573 82,358,430

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
1,063,863 △2,169,539 1,203,655  453,593 551,573
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結会計期間より、量的重要性が増したことに伴い、「その他」に含めておりました「東南

アジア」を報告セグメントとしております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成した

ものを開示しております。 

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  551,573

セグメント間取引消去  △14,577

その他の調整  93,100

四半期連結損益計算書の営業利益  630,096
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部門別売上高情報 

（単位：千円）

  

  

４．補足情報

  

前第３四半期 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日)

当第３四半期 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日) 

増減金額 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

増減率

（％） 

自動車部品

事業 

安全部品 
ハンドル  10,173,485  17.0  11,497,042  16.2  1,323,556  13.0

エアバッグ  26,479,826  44.5  31,106,901  43.9  4,627,074  17.4

小計  36,653,311  61.6  42,603,943  60.1  5,950,631  16.2

樹脂部品  22,799,638  38.3  28,194,824  39.8  5,395,186  23.6

計  59,452,950  99.9  70,798,768  99.9  11,345,818  19.0

その他事業  44,950  0.0  31,592  0.0  △13,358  △29.7

合計  59,497,900  100.0  70,830,360  100.0  11,332,459  19.0
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