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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 42,886 △25.8 1,987 △40.3 2,372 △35.7 1,413 △30.8
24年3月期第3四半期 57,822 17.2 3,326 17.6 3,687 21.7 2,040 8.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,499百万円 （△38.1％） 24年3月期第3四半期 2,420百万円 （15.0％）

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 51.32 ―
24年3月期第3四半期 74.12 ―

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 40,499 23,710 56.4
24年3月期 42,605 22,410 50.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  22,836百万円 24年3月期  21,584百万円

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 ― 6.00 6.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 6.00 6.00

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 56,500 △23.2 2,300 △43.3 2,950 △35.0 1,750 △29.4 63.56
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(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レビュー手続の対象外でありますが、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)4ページ「(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   ：  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 27,573,000 株 24年3月期 27,573,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 38,668 株 24年3月期 37,101 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 27,535,250 株 24年3月期3Q 27,536,458 株

自動車部品工業株式会社(7233)平成25年3月期　第3四半期決算短信



 

  

１. 当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………… ２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………… ２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………… ４ 

２. サマリー情報（その他）に関する情報 …………………………………………… ５ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………… ５ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………… ５ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………… ５ 

３. 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………… ６ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………… ６ 

（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 …………………… ８ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………… ８ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………… 10 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………… 11 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………… 12 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………… 12 

○添付資料の目次

自動車部品工業株式会社(7233)平成25年3月期　第3四半期決算短信

1



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要及び政策効果等に

より持ち直しの動きが見られる一方で、輸出は欧州財政不安の長期化や中国経済低迷等の影響を受ける

など、依然として不透明な状況の中で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、国内では復興需要及びエコカー補助金等の政策効果により堅調な需要

が継続し、海外におきましてもタイ、インドネシアを中心としたアセアン新興国での需要が拡大いたし

ました。 

一方、建設機械市場におきましては、国内では復興関連でのレンタル向けの需要が好調であったもの

の、海外では依然として中国での需要低迷が続く状況の中で推移いたしました。 

このような情勢下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期と比べ149億３千５百万円

減少し、428億８千６百万円となりました。 
  

(単位：百万円) 

   

当第３四半期連結累計期間の損益面におきましては、自動車用部品等の売上はアジアを中心に堅調に

推移したものの、エンジン部品の売上が大きく落ち込んだ結果、営業利益は前年同四半期と比べ13億３

千８百万円減少し19億８千７百万円、経常利益は前年同四半期と比べ13億１千５百万円減少し23億７千

２百万円、四半期純利益は前年同四半期と比べ６億２千７百万円減少し14億１千３百万円となりまし

た。 
  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ34億１百万円減少し、179億９千８百万円となりました。こ

れは、主に現金及び預金が15億１千４百万円、受取手形及び売掛金が25億６千３百万円それぞれ減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ12億９千５百万円増加し、225億１百万円となりました。こ

れは、主に有形固定資産が13億１百万円増加したことなどによります。 

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

(売上高の内訳)

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)

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％) 売上高 
増減額 増減率(％)

日本

自動車用部品等 15,218 26.3 14,764 34.4 △453 △3.0

エンジン部品 36,540 63.2 20,714 48.3 △15,825 △43.3

計 51,758 89.5 35,479 82.7 △16,278 △31.5

アジア 自動車用部品等 6,063 10.5 7,406 17.3 1,343 22.1

合計 57,822 100.0 42,886 100.0 △14,935 △25.8

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況の分析

(資産)
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流動負債は、前連結会計年度末と比べ27億１千９百万円減少し、113億２千７百万円となりまし

た。これは、未払金が８億４千６百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が20億５千万円、未払

法人税等が11億６千５百万円、リース債務が３億２千１百万円それぞれ減少したことなどによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ６億８千６百万円減少し、54億６千１百万円となりました。

これは、主に長期借入金が６億８千６百万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ13億円増加し、237億１千万円となりました。これは、利

益剰余金が12億４千８百万円増加したことなどによります。 

  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ15億１千４百万円減少し、43億３百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、18億５千３百万円(前年同四

半期に比べ10億９百万円の減少)となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益23億４千３百万円、減価償却費13億７千１百万円、

売上債権の減少額25憶４千６百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額20億５百万円及び

法人税等の支払額21億４千４百万円であります。 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は20億８千１百万円(前年同四半

期に比べ６億４百万円の支出増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が20億７千５百万円であったことによるものでありま

す。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は12億６千１百万円(前年同四半

期に比べ３億７千８百万円の支出増)となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が７億円及び配当金の支払額が１億９千８百万円であっ

たことによるものであります。 

  

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況の分析

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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平成25年３月期通期の見通しにつきましては、第３四半期までの決算進捗状況及び為替影響等を検証し

た結果、平成24年11月９日発表の公表値を次の通り修正いたしました。 

 
（注）上記業績予想は、現時点において当社が入手している情報に基づいて作成しており、実際の業績は今後の様々

な要因により大きく異なる可能性があります。 
  

（３）連結業績予想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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 56,500 2,300 2,700 1,500 54.48

今回発表予想（Ｂ） 56,500 2,300 2,950 1,750 63.56

増減額（Ｂ－Ａ） ― ― 250 250 ―

増減率（％） ― ― 9.3 16.7 ―

(ご参考)前期実績
(平成24年３月期) 73,560 4,057 4,539 2,477 89.96
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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。 

なお、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、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に及ぼす影響額は軽微であります。 

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
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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 5,817,721 4,303,586 
受取手形及び売掛金 12,197,260 9,633,700 
たな卸資産 2,518,467 3,045,369 
その他 866,301 1,015,631 

流動資産合計 21,399,750 17,998,288 

固定資産   
有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,124,506 6,592,882 
土地 10,882,077 10,886,480 
その他（純額） 2,804,269 3,632,889 
有形固定資産合計 19,810,853 21,112,253 

無形固定資産   
借地権 85,893 83,156 
その他 15,881 11,513 
無形固定資産合計 101,774 94,669 

投資その他の資産 1,293,229 1,294,657 

固定資産合計 21,205,857 22,501,580 

資産合計 42,605,608 40,499,868 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 9,534,261 7,483,354 
短期借入金 974,856 973,473 
未払法人税等 1,204,885 39,655 
賞与引当金 568,177 294,647 
その他 1,764,492 2,536,153 

流動負債合計 14,046,673 11,327,284 

固定負債   
長期借入金 1,000,000 313,163 
再評価に係る繰延税金負債 3,584,685 3,584,685 
退職給付引当金 1,404,230 1,448,645 
その他 159,215 115,238 

固定負債合計 6,148,130 5,461,731 

負債合計 20,194,804 16,789,016 
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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 2,331,390 2,331,390 
資本剰余金 1,416,546 1,416,546 
利益剰余金 11,961,958 13,209,974 
自己株式 △13,680 △14,185 

株主資本合計 15,696,214 16,943,725 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 293,538 256,886 
土地再評価差額金 6,449,315 6,449,315 
為替換算調整勘定 △854,090 △813,070 

その他の包括利益累計額合計 5,888,762 5,893,131 

少数株主持分 825,826 873,996 

純資産合計 22,410,803 23,710,852 

負債純資産合計 42,605,608 40,499,868 
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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。 

  

  
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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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