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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 30,987 1.9 1,503 18.8 1,601 17.6 999 82.3
24年3月期第3四半期 30,402 △4.1 1,265 △45.8 1,361 △41.2 548 △60.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,237百万円 （253.1％） 24年3月期第3四半期 350百万円 （△76.5％）

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 30.49 ―

24年3月期第3四半期 16.73 ―

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 34,644 11,688 32.4
24年3月期 34,093 10,624 29.8

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  11,234百万円 24年3月期  10,170百万円

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 5.00
25年3月期 ― ― ―

25年3月期（予想） 5.00 5.00

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 44,000 4.6 2,900 16.3 3,000 15.2 2,000 46.5 61.00



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規制」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「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、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P2「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   ：  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 32,800,000 株 24年3月期 32,800,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 15,792 株 24年3月期 15,584 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 32,784,332 株 24年3月期3Q 32,784,975 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、復興需要による持ち直しがあったものの、エコカー補

助金の終了による政策効果の息切れや海外経済の減速による輸出の低迷もみられました。こうした不透明感は、

設備投資へ影響を及ぼすなど先行きへの警戒感を強める状況となっております。 

このような状況の中で、当グループの売上高は前年同四半期比584百万円（1.9％）増の30,987百万円となり

ました。このうち海外売上高は7,704百万円となり、売上高に占める割合は24.9％となりました。 

損益面については、新車組付用電池が伸び悩んだものの航空機等産業用電池が好調に推移した結果、営業利

益は1,503百万円、経常利益は1,601百万円となりました。 

また、特別利益として経済産業省低炭素型雇用創出産業立地事業費補助金（国庫補助金）62百万円、特別損

失として固定資産処分損等11百万円を計上し、税金費用を考慮した結果、四半期純利益は999百万円となりまし

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総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）に比べて551百万円増

加し34,644百万円となりました。流動資産は、前期末比373百万円増加し16,537百万円となり、固定資産は、前

期末比177百万円増加の18,106百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は、デリバティブ取引の時価評価によるものであります。 

固定資産のうち、有形固定資産は、前期末比140百万円増加の14,185百万円となりました。この増加の主な要

因は、減価償却による減少に比べ、設備投資が上回ったためであります。 

投資その他の資産は、前期末比6百万円増加し3,643百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比512百万円減少の22,956百万円となりました。流動負

債は、前期末比723百万円減少の12,415百万円、固定負債は、前期末比211百万円増加の10,540百万円となりま

した。 

有利子負債（短期借入金、長期借入金および社債の合計額）は、前期末比726百万円増加の7,541百万円とな

りました。 

また、当第３四半期連結会計期間末における自己資本は、前期末比1,063百万円増加して11,234百万円となり、

自己資本比率は、前期末の29.8％から32.4％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表いたしました連結業績予想から変更しておりません。 
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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 

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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

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。 
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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 1,201  1,538

  受取手形及び売掛金 10,008  9,827

  商品及び製品 1,581  1,679

  仕掛品 2,057  2,107

  原材料及び貯蔵品 628  499

  繰延税金資産 248  195

  その他 468  719

  貸倒引当金 △30  △30

  流動資産合計 16,163  16,537

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 3,713  3,646

   機械装置及び運搬具（純額） 3,456  3,189

   工具、器具及び備品（純額） 333  321

   土地 6,008  6,012

   リース資産（純額） 266  267

   建設仮勘定 266  747

   有形固定資産合計 14,044  14,185

  無形固定資産  

   のれん 154  118

   リース資産 37  23

   その他 55  135

   無形固定資産合計 247  277

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,413  1,487

   繰延税金資産 2,067  2,007

   その他 169  166

   貸倒引当金 △13  △17

   投資その他の資産合計 3,637  3,643

  固定資産合計 17,929  18,106

 資産合計 34,093  34,644
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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 5,456  5,001

  短期借入金 3,145  4,701

  １年内償還予定の社債 1,200  200

  リース債務 111  118

  未払法人税等 560  95

  未払消費税等 223  126

  賞与引当金 477  257

  役員賞与引当金 3  －

  設備関係支払手形 367  351

  その他 1,592  1,562

  流動負債合計 13,139  12,415

 固定負債  

  社債 300  200

  長期借入金 2,170  2,440

  リース債務 210  190

  繰延税金負債 937  936

  退職給付引当金 5,788  5,975

  環境対策引当金 18  18

  負ののれん 323  275

  資産除去債務 8  8

  その他 572  496

  固定負債合計 10,329  10,540

 負債合計 23,468  22,956

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,640  1,640

  資本剰余金 422  422

  利益剰余金 8,118  8,954

  自己株式 △6  △6

  株主資本合計 10,174  11,010

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 359  401

  繰延ヘッジ損益 △12  111

  為替換算調整勘定 △350  △289

  その他の包括利益累計額合計 △3  223

 少数株主持分 453  453

 純資産合計 10,624  11,688

負債純資産合計 34,093  34,644
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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 30,402  30,987

売上原価 23,007  23,128

売上総利益 7,394  7,859

販売費及び一般管理費 6,129  6,355

営業利益 1,265  1,503

営業外収益  

 受取利息 6  9

 受取配当金 71  48

 負ののれん償却額 48  48

 為替差益 －  20

 その他 107  72

 営業外収益合計 233  200

営業外費用  

 支払利息 109  83

 為替差損 1  －

 その他 26  18

 営業外費用合計 137  101

経常利益 1,361  1,601

特別利益  

 固定資産売却益 0  －

 国庫補助金 －  62

 災害損失引当金戻入額 24  －

 特別利益合計 25  62

特別損失  

 固定資産処分損 23  11

 投資有価証券売却損 －  0

 災害による損失 45  －

 特別損失合計 68  11

税金等調整前四半期純利益 1,318  1,652

法人税等 712  641

少数株主損益調整前四半期純利益 605  1,011

少数株主利益 57  12

四半期純利益 548  999
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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 605  1,011

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △64  39

 繰延ヘッジ損益 △160  124

 為替換算調整勘定 △30  61

 その他の包括利益合計 △255  225

四半期包括利益 350  1,237

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 148  1,227

 少数株主に係る四半期包括利益 202  10
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 


