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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 68,793 1.7 3,385 △2.4 3,831 12.9 2,233 14.5
24年3月期第3四半期 67,635 △6.1 3,469 △34.2 3,393 △32.9 1,950 △46.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,903百万円 （34.4％） 24年3月期第3四半期 2,160百万円 （△46.5％）

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 42.10 ―

24年3月期第3四半期 36.77 ―

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 56,240 21,973 31.5 333.51
24年3月期 58,131 18,594 26.5 290.29

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  17,693百万円 24年3月期  15,400百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 0.00 0.00

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 97,300 0.2 4,800 2.4 5,000 1.2 3,400 1.5 64.08



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料P．2「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」をご覧ください。 

(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)詳細は、添付資料P．2「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条件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
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

新規 1社 （社名） 浙江富昌泰汽車零部件有限公司 、 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 53,171,286 株 24年3月期 53,171,286 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 118,838 株 24年3月期 117,562 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 53,053,732 株 24年3月期3Q 53,056,293 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、東日本大震災からの復興需要や、個人消費の底堅さは見られ

るものの、海外経済の減速により輸出額が減少し、設備投資も弱めに推移しております。海外におきましては、米

国については個人消費を中心に緩やかな回復を続けておりますが、欧州については、債務問題の影響により、景気

後退が続いており、中国につきましても欧州向けの輸出が弱めの動きを続け、減速した状態が長引いております。 

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内では、エコカー補助金の復活による生産・販売の増加

がありましたが、秋以降は、補助金の終了、中国向けの輸出の減少により、前年同月に比べ減少しました。また、

海外の新車販売台数につきましては、前年同期に比べ、欧州は減少しましたが、米国、中国、アセアン、インド等

の地域では増加しました。  

 このような経営環境下で当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は687億９千３百万円（前

年同期比1.7％増）となりました。 

 利益につきましては、売上高が増加したものの、エコカー補助金の終了が当第３四半期における国内の業績へ影

響したことにより、営業利益は33億８千５百万円（前年同期比2.4％減）となりました。ただし、営業外損益の改

善により、経常利益は38億３千１百万円（前年同期比12.9％増）、四半期純利益は22億３千３百万円（前年同期比

14.5％増）と、前年同期比で増益となりました。       

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べて18億９千万円（3.3％）減少し、562億４千万円となりました。

これは、主に機械装置及び運搬具が７億９千万円（11.5％）増加したものの、受取手形及び売掛金が31億１千１百

万円（15.2％）減少したこと等によるものであります。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて52億６千９百万円（13.3％）減少し、342億６千６百万円とな

りました。これは、主に支払手形及び買掛金が19億３千６百万円（14.2％）、長期借入金が29億３千８百万円

（39.4％）減少したこと等によるものであります。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて33億７千８百万円（18.2％）増加し、219億７千３百万円と

なりました。これは、主に利益剰余金が22億２千９百万円（43.0％）、少数株主持分が10億８千６百万円

（34.0％）増加したこと等によるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年４月27日に公表しました「平成24年３月期決算短信」にお

ける業績予想から変更はありません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  第１四半期連結会計期間より、浙江富昌泰汽車零部件有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めており

ます。 

   

（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 

 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、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。 

 この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 7,416 6,082

受取手形及び売掛金 20,530 17,419

有価証券 496 268

たな卸資産 5,178 6,083

繰延税金資産 553 430

その他 984 1,909

貸倒引当金 △95 △65

流動資産合計 35,064 32,128

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,871 5,666

機械装置及び運搬具（純額） 6,878 7,669

土地 5,232 5,263

建設仮勘定 1,231 1,646

その他（純額） 906 989

有形固定資産合計 20,121 21,235

無形固定資産   

のれん 6 1

その他 822 922

無形固定資産合計 829 924

投資その他の資産   

投資有価証券 1,521 1,428

長期貸付金 25 29

繰延税金資産 339 329

その他 230 164

投資その他の資産合計 2,116 1,951

固定資産合計 23,067 24,112

資産合計 58,131 56,240



（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 13,671 11,734

短期借入金 9,156 8,825

未払法人税等 285 485

製品保証引当金 431 452

未払費用 3,131 2,826

その他 2,952 3,125

流動負債合計 29,628 27,448

固定負債   

長期借入金 7,461 4,522

繰延税金負債 281 355

退職給付引当金 1,419 1,451

役員退職慰労引当金 138 138

損害賠償損失引当金 220 －

環境対策引当金 46 46

その他 340 303

固定負債合計 9,908 6,818

負債合計 39,536 34,266

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 5,180 7,410

自己株式 △34 △34

株主資本合計 15,923 18,153

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △523 △460

その他の包括利益累計額合計 △522 △459

少数株主持分 3,193 4,280

純資産合計 18,594 21,973

負債純資産合計 58,131 56,240



（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 67,635 68,793

売上原価 57,110 57,599

売上総利益 10,524 11,193

販売費及び一般管理費 7,054 7,808

営業利益 3,469 3,385

営業外収益   

受取利息 42 57

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 112 105

損害賠償損失引当金戻入額 － 230

その他 295 370

営業外収益合計 452 765

営業外費用   

支払利息 222 149

為替差損 252 19

その他 54 149

営業外費用合計 528 318

経常利益 3,393 3,831

特別利益   

固定資産売却益 29 －

製品保証引当金戻入額 27 －

特別利益合計 56 －

特別損失   

固定資産除却損 43 61

システム移行費用 126 －

災害による損失 214 －

特別損失合計 384 61

税金等調整前四半期純利益 3,065 3,769

法人税、住民税及び事業税 327 739

法人税等調整額 261 235

法人税等合計 589 975

少数株主損益調整前四半期純利益 2,476 2,794

少数株主利益 525 561

四半期純利益 1,950 2,233



（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 2,476 2,794

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △279 106

持分法適用会社に対する持分相当額 △36 2

その他の包括利益合計 △316 109

四半期包括利益 2,160 2,903

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,725 2,305

少数株主に係る四半期包括利益 434 597



 該当事項はありません。   

   

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は、ステアリングコラム事業及びシート事業並びにパワートレイン事業の３事業本部により構成されてい

ることから、各事業本部を報告セグメントとしております。 

  

 各報告セグメントに属する製品 

  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

 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） 

                                              （単位:百万円）

 (注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。 

  

 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）  

                                              （単位:百万円）

 (注)報告セグメントの利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額(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

本部 製品 

 ステアリングコラム事業  ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

 シート事業  リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

 パワートレイン事業 

 オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッションシ

フター、 プーリー、ドライブプレート、トラック用ロッカーバルブ、トラック用

Ｕボルト、アクセルペダル、半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置 

  

 報告セグメント 

合計 調整額 

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  33,783  23,280 10,571  67,635 － 67,635

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   33,783 23,280 10,571  67,635 － 67,635

 セグメント利益  2,284    735 449  3,469 － 3,469

  

 報告セグメント 

合計 調整額 

四半期連結財

務諸表計上額 

 (注） 
ステアリング 

コラム事業 
シート事業 

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  36,232  22,549 10,011  68,793 － 68,793

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   36,232 22,549 10,011  68,793 － 68,793

 セグメント利益  2,396    230 758  3,385 － 3,385



３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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） 

 該当事項はありません。 

  

 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。   

   

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

所在地別セグメント情報 

  

４．補足情報

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） 

                                             （単位:百万円）

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高       

（1）外部顧客に対 

   する売上高 
 39,542  7,752    12,522  4,539  3,277  67,635 －  67,635

（2）セグメント間 

  の内部売上高又 

  は振替高 

 3,556  20  228  4  133  3,943  △3,943   －

計  43,098  7,773  12,751  4,543  3,411  71,578  △3,943  67,635

営業利益  1,140  528  831  641 331  3,472  △2  3,469

                  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     (1)北米……………米国 

     (2)ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ、ドイツ  

     (3)中国……………中国 

     (4)その他の地域…インドネシア、タイ、ブラジル   

  

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） 

                                             （単位:百万円）

  日本 北米 ヨーロッパ 中国  その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高       

（1）外部顧客に対 

   する売上高 
 39,442  8,825    11,536  4,606  4,383  68,793 －  68,793

（2）セグメント間 

  の内部売上高又 

  は振替高 

 3,217  13  267  4  254  3,758  △3,758 －

計  42,660  8,838  11,803  4,611  4,637  72,551  △3,758  68,793

営業利益  1,294  635  205  664 608  3,407  △22  3,385

                  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     (1)北米……………米国  

          (2)ヨーロッパ……フランス、スウェーデン、チェコ、ドイツ  

        (3)中国……………中国 

     (4)その他の地域…インドネシア、タイ、ブラジル  
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