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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 16,474 13.3 813 203.5 831 231.3 595 △0.1
24年3月期第3四半期 14,543 △12.3 268 △77.9 250 △78.5 595 △18.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 615百万円 （7.6％） 24年3月期第3四半期 572百万円 （△16.3％）

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 35.51 ―
24年3月期第3四半期 35.55 ―

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 16,459 10,815 65.2
24年3月期 16,638 10,355 61.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,739百万円 24年3月期  10,279百万円

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  
現時点で期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
25年3月期 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 22,000 6.5 950 41.4 1,050 68.6 800 △15.7 47.74

http://www.jeco.co.jp


(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の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】２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 
(1)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およ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。 
(2)当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開等を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営環境
の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

※  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 16,758,056 株 24年3月期 16,758,056 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,154 株 24年3月期 822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,757,063 株 24年3月期3Q 16,757,551 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループが関係する自動車業界におきましては、総じてエコカー補助金の効果等により国内自動車生産は回復

いたしましたが、下半期に入ってからはエコカー補助金の終了による反動減や中国での販売減少などがあり、当社グ

ループの製品も少なからぬ影響を受けております。このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間における当社

グループの連結業績は、売上高は16,474百万円（前年同四半期比13.3％増）となりました。 

 売上高の状況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。 

 日本では客先生産台数の増加により、エアコンパネルなど表示系製品を中心に生産が増加した結果、売上高は

15,654百万円（前年同四半期比13.9％増）となりました。 

 アジアでも客先生産台数は堅調に推移し、売上高が2,308百万円（前年同四半期比22.9％増）となりました。 

 損益につきましては、上半期までは売上高が好調に推移していたこと、また、経費抑制、生産効率化にグループを

あげて取り組んでまいりました結果、営業利益813百万円（前年同四半期比203.5％増）、経常利益831百万円（前年

同四半期比231.3％増）、四半期純利益595百万円（前年同四半期比0.1％減）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、関係会社預け金、原材料及び貯蔵品などの増加があったものの、受取手

形及び売掛金、有形固定資産などの減少により、前連結会計年度末に比べ178百万円減少し、16,459百万円となりま

した。負債については、支払手形及び買掛金、その他流動負債などの減少などにより、前連結会計年度末に比べ638

百万円減少し、5,644百万円となりました。純資産については利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ460百万円増加し、10,815百万円となりました。自己資本比率は65.2％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期までの連結業績および為替の円安進行による為替差益の発生等を見込み、通期の業績予想を修正して

おります。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  なお、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可能性があります。 

   

   

（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 

 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 

（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。 

 これによる損益に与え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
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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 685,753 796,088

受取手形及び売掛金 3,850,767 2,800,599

有価証券 598,058 584,453

商品及び製品 330,405 257,154

仕掛品 650,198 780,280

原材料及び貯蔵品 587,619 980,330

繰延税金資産 200,264 109,563

関係会社預け金 4,914,561 5,570,209

その他 87,637 45,712

流動資産合計 11,905,266 11,924,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,255,460 1,233,959

機械装置及び運搬具（純額） 2,150,650 1,908,493

その他（純額） 611,740 700,889

有形固定資産合計 4,017,851 3,843,342

無形固定資産 74,549 67,127

投資その他の資産   

その他 640,931 625,070

投資その他の資産合計 640,931 625,070

固定資産合計 4,733,332 4,535,540

資産合計 16,638,599 16,459,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,093,003 2,642,246

未払法人税等 38,199 29,971

賞与引当金 － 232,000

引当金 73,565 63,700

その他 1,700,183 1,360,851

流動負債合計 4,904,951 4,328,769

固定負債   

退職給付引当金 1,174,557 1,104,814

役員退職慰労引当金 96,196 101,500

資産除去債務 103,441 105,122

その他 4,424 4,424

固定負債合計 1,378,619 1,315,861

負債合計 6,283,570 5,644,630
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 6,431,488 6,875,809

自己株式 △201 △285

株主資本合計 10,193,250 10,637,488

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,250 121,222

為替換算調整勘定 △18,446 △19,076

その他の包括利益累計額合計 85,804 102,146

少数株主持分 75,974 75,667

純資産合計 10,355,028 10,815,302

負債純資産合計 16,638,599 16,459,933
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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 14,543,679 16,474,746

売上原価 13,199,127 14,542,807

売上総利益 1,344,551 1,931,939

販売費及び一般管理費 1,076,497 1,118,459

営業利益 268,054 813,479

営業外収益   

受取利息 8,708 12,378

作業くず売却益 8,749 7,030

その他 24,034 22,246

営業外収益合計 41,491 41,655

営業外費用   

為替差損 32,211 －

固定資産廃棄損 4,478 9,155

減価償却費 7,311 5,974

その他 14,655 8,912

営業外費用合計 58,655 24,043

経常利益 250,890 831,092

特別損失   

減損損失 7,760 2,619

投資有価証券評価損 5,132 －

特別損失合計 12,893 2,619

税金等調整前四半期純利益 237,996 828,473

法人税、住民税及び事業税 32,409 114,533

過年度法人税等 10,685 －

法人税等還付税額 △869 △7,017

法人税等調整額 △401,607 120,901

法人税等合計 △359,381 228,417

少数株主損益調整前四半期純利益 597,378 600,055

少数株主利益 1,647 4,919

四半期純利益 595,731 595,135
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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 597,378 600,055

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,336 16,971

為替換算調整勘定 △3,567 △1,049

その他の包括利益合計 △24,903 15,922

四半期包括利益 572,474 615,977

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 572,254 611,477

少数株主に係る四半期包括利益 220 4,499
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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
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