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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 32,466 △0.8 2,550 △2.7 2,598 △3.4 1,708 △8.2
24年3月期第3四半期 32,719 1.7 2,622 △6.2 2,689 △2.3 1,860 6.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,003百万円 （0.8％） 24年3月期第3四半期 1,987百万円 （13.3％）

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 58.22 ―
24年3月期第3四半期 63.42 ―

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 46,901 24,695 51.0 815.20
24年3月期 48,212 23,077 46.4 762.82
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  23,916百万円 24年3月期  22,382百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

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 42,500 △5.1 3,000 △20.5 3,000 △22.2 2,000 △20.1 68.16



(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財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※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、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   ：  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   ：  無
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 29,424,635 株 24年3月期 29,424,635 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 86,438 株 24年3月期 82,421 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 29,340,579 株 24年3月期3Q 29,342,866 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いて、当社グループの関連するトラック製造業界では、国内においてはエコカ

ー補助金や震災の復興需要もあり、普通トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数は、48,788台と前年同期

比25.5％の増加となりました。 

 また、海外市場への輸出も、新興国、資源国を中心とする需要に支えられ、比較的堅調に推移いたしました。

 一方、建設・産業機械業界では、海外市場への輸出が、新興国、資源国の需要が減少したことにより、前年同

期比大幅に減少いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間における連結売上高は、国内ではトラック

業界向けは若干増加いたしましたが、建設・産業機械業界向けが大幅に減少し、その減少を在外連結子会社の売

上増で補いきれず、324億66百万円（前年同期比0.8％減）となりました。損益面におきましては、同様に連結営

業利益は25億50百万円（前年同期比2.7％減）、連結経常利益は25億98百万円（前年同期比3.4％減）、連結四半

期純利益は17億８百万円（前年同期比8.2％減）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本における自動車部品等製造事業は、売上高は265億92百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は24億61百

万円（前年同期比13.0％減）、不動産賃貸事業の売上高は前年同期と同額の４億３百万円、営業利益は１億58百

万円（前年同期比3.8％増）となりました。 

 また、アジアにおける売上高は65億71百万円（前年同期比14.5％増）、営業利益は７億82百万円（前年同期比

30.2％増）、北米における売上高は７億５百万円（前年同期比17.4％増）、営業損失は52百万円（前年同期は営

業損失28百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産については、前年度末比2.7％減の469億１百万円（前連結会計年度末は、482億12百万円）となり13億

11百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、出資金の増加４億96百万円、長期貸付金の増加

２億69百万円に現金及び預金の減少６億１百万円、受取手形及び売掛金の減少16億71百万円、有形固定資産の取

得による増加２億27百万円を加味したことによるものであります。 

（負債） 

 負債については、前年度末比11.7％減の222億６百万円（前連結会計年度末は、251億35百万円）となり29億29

百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の減少10億７百万円、未払法人

税等の減少７億５百万円、長期借入金の減少10億77百万円を加味したことによるものであります。 

（純資産） 

 純資産については、前年度末比7.0％増の246億95百万円（前連結会計年度末は、230億77百万円）となり16億

17百万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加13億56百万円、為替

換算調整勘定の増加２億５百万円を加味したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末

46.4％から51.0％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、前回公表時（平成24年11月２日）から、 近の受注動向を鑑み、下記の

とおり修正いたしました。 

 平成25年３月期 通期連結業績予想数値の修正 

                   （単位：百万円）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

前回発表予想 （A）  43,500  3,300  3,300  2,100 71円57銭

今回修正予想 （B）  42,500  3,000  3,000  2,000 68円16銭

増減額 （B－A）  △1,000  △300  △300  △100 －

増減率 (%) % △2.3 % △9.1 % △9.1 % △4.8 －



（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．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 2,726 2,125

受取手形及び売掛金 11,703 10,032

商品及び製品 906 892

仕掛品 890 762

原材料及び貯蔵品 1,217 1,140

繰延税金資産 428 204

その他 409 636

貸倒引当金 △26 △21

流動資産合計 18,255 15,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,088 17,223

減価償却累計額 △8,075 △8,536

建物及び構築物（純額） 9,013 8,686

機械装置及び運搬具 24,679 25,728

減価償却累計額 △18,998 △19,716

機械装置及び運搬具（純額） 5,681 6,012

土地 9,926 9,936

建設仮勘定 895 1,064

その他 7,066 7,098

減価償却累計額 △6,316 △6,303

その他（純額） 750 794

有形固定資産合計 26,267 26,494

無形固定資産   

ソフトウエア 60 56

その他 56 149

無形固定資産合計 117 206

投資その他の資産   

投資有価証券 2,090 2,109

関係会社社債 683 683

出資金 228 725

長期貸付金 244 514

繰延税金資産 299 344

その他 140 144

貸倒引当金 △16 △15

投資損失引当金 △98 △77

投資その他の資産合計 3,572 4,427

固定資産合計 29,957 31,128

資産合計 48,212 46,901



（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 6,830 5,822

短期借入金 2,749 3,094

1年内償還予定の社債 200 200

リース債務 98 117

未払法人税等 766 61

賞与引当金 707 388

役員賞与引当金 100 37

設備関係支払手形 542 415

その他 1,180 1,347

流動負債合計 13,175 11,484

固定負債   

社債 200 100

長期借入金 2,153 1,075

リース債務 158 166

繰延税金負債 280 341

再評価に係る繰延税金負債 2,694 2,694

退職給付引当金 2,614 2,604

長期前受金 465 445

長期預り保証金 2,020 1,920

長期預り敷金 1,344 1,344

その他 27 27

固定負債合計 11,959 10,721

負債合計 25,135 22,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617 4,617

資本剰余金 250 250

利益剰余金 12,650 14,006

自己株式 △28 △30

株主資本合計 17,489 18,843

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 560 533

土地再評価差額金 5,008 5,008

為替換算調整勘定 △674 △468

その他の包括利益累計額合計 4,893 5,072

少数株主持分 694 778

純資産合計 23,077 24,695

負債純資産合計 48,212 46,901



（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 32,719 32,466

売上原価 27,669 27,476

売上総利益 5,049 4,989

販売費及び一般管理費 2,427 2,438

営業利益 2,622 2,550

営業外収益   

受取利息 1 7

受取配当金 16 20

作業くず売却益 111 77

投資損失引当金戻入額 19 20

その他 80 60

営業外収益合計 229 186

営業外費用   

支払利息 139 103

為替差損 17 31

その他 5 3

営業外費用合計 162 138

経常利益 2,689 2,598

特別利益   

固定資産売却益 13 0

特別利益合計 13 0

特別損失   

固定資産売却損 1 11

固定資産廃棄損 8 5

特別損失合計 10 16

税金等調整前四半期純利益 2,692 2,582

法人税、住民税及び事業税 763 522

法人税等調整額 △14 256

法人税等合計 749 778

少数株主損益調整前四半期純利益 1,942 1,803

少数株主利益 82 95

四半期純利益 1,860 1,708



（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 1,942 1,803

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 49 △26

繰延ヘッジ損益 4 －

土地再評価差額金 382 －

為替換算調整勘定 △391 225

その他の包括利益合計 44 199

四半期包括利益 1,987 2,003

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,954 1,887

少数株主に係る四半期包括利益 33 115



 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） 

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）

（注）１．セグメント利益の調整額△934百万円には、セグメント間取引消去△50百万円と、各セグメントに配分してい

ない全社費用△884百万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本社総務部門

等に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△799百万円には、セグメント間取引消去25百万円と、各セグメントに配分していな

い全社費用△824百万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本社総務部門等

に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

（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

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  27,661  403  4,064  590  32,719  －  32,719

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 273  －  1,674  10  1,958  (1,958)  －

計  27,934  403  5,738  601  34,678  (1,958)  32,719

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,830  153  601  △28  3,556  (934)  2,622

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  26,266  403  5,101  694  32,466  －  32,466

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 326  －  1,470  10  1,807  (1,807)  －

計  26,592  403  6,571  705  34,273  (1,807)  32,466

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,461  158  782  △52  3,350  (799)  2,550
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