
 
平成平成平成平成25252525年年年年3333月期月期月期月期    第第第第3333四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕（〕（〕（〕（連結連結連結連結））））    

平成25年2月1日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社ジェイテクト 上場取引所 東 大 名 

コード番号 6473 URL http://www.jtekt.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 井川正治

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 牧野一久 TEL 052-527-1909
四半期報告書提出予定日 平成25年2月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 778,079 11.5 18,883 △4.8 19,829 1.0 6,623 25.6
24年3月期第3四半期 697,518 0.4 19,831 △32.0 19,629 △31.2 5,275 △66.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 18,319百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △8,757百万円 （―％）

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 19.37 ―

24年3月期第3四半期 15.43 ―

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 962,406 354,710 34.8
24年3月期 959,674 342,340 33.8

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  335,191百万円 24年3月期  324,256百万円

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 ― 9.00 16.00
25年3月期 ― 7.00 ―

25年3月期（予想） 7.00 14.00

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 1,050,000 △0.3 27,000 △24.3 21,000 △45.7 4,000 △69.9 11.70



(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 

（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、四半期決算短信 添付資料 3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さ
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
半期財務諸表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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信 添付資料 2ページ「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」をご参照下さい。 

※  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   ：  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 342,186,307 株 24年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 292,041 株 24年3月期 290,116 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 341,895,300 株 24年3月期3Q 341,897,530 株
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当第３四半期累計期間における世界経済は、欧州での債務問題を背景とした景気の低迷が、中国など

新興国の景気の減速にも広がり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。日本経

済においては、東日本大震災からの復興需要や、エコカー補助金による自動車販売の増加等、景気回復

の兆しが見られ、また、期間の終わりには円高是正が進んでまいりました。しかしながら、欧州の債務

問題の長期化や日中関係の悪化などにより、依然として景気の先行きは不透明な状況であります。 

 このような状況の中で、当社グループの平成25年３月期第３四半期の連結業績は、売上高は7,780億

79百万円と前年同期に比べ805億60百万円、率にして11.5％の増収となりました。 

 セグメント別に見ますと、「機械器具部品」におきましては、ステアリングの販売が大幅に増加し、

第３四半期累計期間の売上高は、前年同期に比べ727億47百万円、率にして12.2％増収の6,688億61百万

円となりました。 

 「工作機械」におきましては、日本、北米での需要が好調であったため、売上高は前年同期に比べ78

億13百万円、率にして7.7％増収の1,092億17百万円となりました。 

 営業利益につきましては、売上高増加による効果はあったものの、売価水準の低下による影響が大き

く、前年同期に比べ９億48百万円減益の188億83百万円となりました。経常利益につきましては、為替

差益の計上等により、前年同期に比べ２億円増益の198億29百万円となりました。また、四半期純利益

につきましては、前年同期に比べ13億48百万円増益の66億23百万円となりました。 

  

  

当第３四半期における総資産は有形固定資産の増加等により、9,624億６百万円と前期末に比べ27億

31百万円の増加となりました。負債につきましては、仕入債務の減少等により、6,076億95百万円と前

期末に比べ96億37百万円減少となりました。また純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等によ

り、前期末に比べ123億69百万円増加の3,547億10百万円となりました。 

  

  

平成24年10月31日に公表いたしました平成25年３月期通期の連結業績予想につきまして、変更はあり

ません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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は459百万円、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ462百万円増加しております。 

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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 55,659 60,402

受取手形及び売掛金 210,771 201,813

有価証券 93,034 39,535

たな卸資産 154,575 164,422

その他 51,095 51,618

貸倒引当金 △859 △894

流動資産合計 564,277 516,898

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 135,768 144,799

その他（純額） 172,521 205,270

有形固定資産合計 308,290 350,069

無形固定資産 7,784 7,993

投資その他の資産 79,322 87,445

固定資産合計 395,396 445,507

資産合計 959,674 962,406

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 208,473 195,833

短期借入金 87,315 84,822

1年内返済予定の長期借入金 25,401 20,703

未払法人税等 5,936 2,734

役員賞与引当金 453 373

製品保証引当金 3,422 5,423

その他 75,330 75,255

流動負債合計 406,333 385,146

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 102,390 112,632

退職給付引当金 58,853 59,126

役員退職慰労引当金 2,913 1,459

環境対策引当金 708 725

負ののれん 1,096 644

その他 5,036 7,960

固定負債合計 211,000 222,549

負債合計 617,333 607,695
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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 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 200,802 201,955

自己株式 △383 △384

株主資本合計 354,247 355,399

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,968 11,992

為替換算調整勘定 △40,960 △32,201

その他の包括利益累計額合計 △29,991 △20,208

少数株主持分 18,084 19,519

純資産合計 342,340 354,710

負債純資産合計 959,674 962,406
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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 697,518 778,079

売上原価 598,181 677,929

売上総利益 99,336 100,149

販売費及び一般管理費 79,504 81,265

営業利益 19,831 18,883

営業外収益

受取利息 522 528

受取配当金 655 810

持分法による投資利益 1,359 861

為替差益 － 1,554

その他 4,123 2,934

営業外収益合計 6,660 6,690

営業外費用

支払利息 2,277 2,103

為替差損 2,153 －

その他 2,433 3,641

営業外費用合計 6,863 5,744

経常利益 19,629 19,829

特別利益

固定資産売却益 119 93

負ののれん発生益 168 78

有価証券売却益 4 912

特別利益合計 292 1,084

特別損失

固定資産除却損 664 869

減損損失 557 187

災害による損失 3,298 －

製品保証引当金繰入額 29 2,331

反ダンピング税過年度精算額 460 743

その他 574 431

特別損失合計 5,585 4,563

税金等調整前四半期純利益 14,335 16,350

法人税等 7,946 8,392

少数株主損益調整前四半期純利益 6,389 7,958

少数株主利益 1,113 1,334

四半期純利益 5,275 6,623
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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 6,389 7,958

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,800 1,027

為替換算調整勘定 △11,447 9,191

持分法適用会社に対する持分相当額 △898 141

その他の包括利益合計 △15,146 10,360

四半期包括利益 △8,757 18,319

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,318 16,407

少数株主に係る四半期包括利益 561 1,912
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該当事項はありません。  

  

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 

(単位 百万円)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 596,113 101,404 697,518

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 326 12,371 12,697

計 596,440 113,776 710,216

セグメント利益 12,102 8,199 20,301

利 益 金 額

報告セグメント計 20,301

セグメント間取引消去 △470

四半期連結損益計算書の営業利益 19,831

(株)ジェイテクト(6473) 平成25年3月期 第3四半期決算短信

― 8 ―



  
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 

(単位 百万円)

 
  

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) 

(単位 百万円)

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 668,861 109,217 778,079

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 401 21,839 22,241

計 669,263 131,057 800,320

セグメント利益 9,826 9,320 19,146

利 益 金 額

報告セグメント計 19,146

セグメント間取引消去 △263

四半期連結損益計算書の営業利益 18,883

（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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