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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 108,311 22.3 1,649 △57.7 1,907 △48.1 △185 ―
24年3月期第3四半期 88,539 △4.1 3,896 △37.2 3,673 △37.0 1,469 △47.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 657百万円 （△41.4％） 24年3月期第3四半期 1,120百万円 （△39.4％）

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 △4.88 ―
24年3月期第3四半期 38.57 ―

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 83,755 22,051 23.1
24年3月期 77,085 23,266 25.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  19,328百万円 24年3月期  19,928百万円

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 ― 9.00 9.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 9.00 9.00

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 142,000 15.9 3,000 △52.3 3,200 △46.8 1,200 △71.6 31.50



(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  

(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きの対象外であります。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 
本資料に掲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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 開封河西汽車飾件有限公司 、 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 39,511,728 株 24年3月期 39,511,728 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,417,159 株 24年3月期 1,416,307 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 38,094,914 株 24年3月期3Q 38,096,070 株



河西工業株式会社 （7256）平成25年３月期 第３四半期決算短信 
 

― 1 ― 

○目  次 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・・・・・・・・ 3 

(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 

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

(4)  追加情報                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３．四半期連結財務諸表                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

(1)  四半期連結貸借対照表          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

(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      ・・・・・・・・ 6 

       四半期連結損益計算書        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

       四半期連結包括利益計算書    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

(3)  継続企業の前提に関する注記    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

(4)  セグメント情報等              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

(5)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・ 9 

 



河西工業株式会社 （7256）平成25年３月期 第３四半期決算短信 
 

― 2 ― 

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世界経済動向については、米国経済は「財政の崖」問題が経

済の活動を阻害する要因としてありましたが、雇用環境は緩やかながら改善が続き、個人消費も改

善の動きをみせているため底堅い動きを示しています。欧州経済は財政再建が最優先課題となった

ことで、2013年以降はほぼゼロ成長となると予想されています。一方で国内経済は、景気下振れリ

スクはありますが、米国経済の持ち直し、復興需要、新政権成立後の経済政策に基づく日銀追加金

融緩和策等により緩やかな回復に向かう公算が出ています。 

このような経営環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての

地位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化

を図り、海外を含む事業展開を積極的に進めております。 

当第３四半期連結累計期間における売上高は1,083億11百万円と前年同四半期に比べ197億72百

万円の増収（+22.3％）となったものの、海外拠点での新車投入に向けての生産準備費用の増加等

から営業利益は16億49百万円と前年同四半期に比べ22億47百万円の減益（△57.7％）、経常利益

は19億７百万円と前年同四半期に比べ17億66百万円の減益（△48.1％）、少数株主利益の増加等

もあり、四半期純損失は１億85百万円（前年同四半期は14億69百万円の四半期純利益）となりま

した。 

 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

政府の新車購入補助金制度継続等により自動車販売は一旦は順調な回復をみせましたが、中

国市場等での日本車販売減の影響も受けて、売上高は415億84百万円と前年同四半期比２億68

百万円の減収（△0.6％）となり、営業利益は14億19百万円と前年同四半期比５億50百万円の

減益（△27.9％）となりました。 

②北米 

主要得意先の新車投入と堅調な経済効果もあって、売上高は458億49百万円と前年同四半期

比147億円の増収（+47.2％）となりましたが、新車立上げに伴う開発費、生産準備費用、及び

生産の急増による対応費用が嵩み、26億73百万円の営業損失（前年同四半期は４億39百万円の

営業損失）となりました。 

③欧州 

主要得意先の底堅い販売動向から、売上高は86億17百万円と前年同四半期比16億29百万円の

増収（+23.3％）となり、営業利益は８億21百万円と前年同四半期比２億47百万円の増益

（+43.2％）となりました。 

④アジア 

主要得意先の中国・アセアン市場での販売状況から、売上高は122億59百万円と前年同四半

期比37億10百万円の増収（+43.4％）となり、営業利益は22億25百万円と前年同四半期比３億

30百万円の増益（+17.4％）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は837億55百万円と前連結会計年度末に比べ66億70百万円の増加（+8.7％）となりま

した。主な増加は、原材料及び貯蔵品12億40百万円、有形固定資産39億33百万円、のれん13億

３百万円であります。 

（負債） 

負債は617億４百万円と前連結会計年度末に比べ78億85百万円の増加（+14.7％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金11億75百万円、短期借入金66億79百万円であります。 
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（純資産） 

純資産は220億51百万円と前連結会計年度末に比べ12億15百万円の減少（△5.2％）となりま

した。主な減少は、利益剰余金△５億28百万円、少数株主持分△６億51百万円であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の連結業績予想につきましては、平成24年11月５

日に公表いたしました予想数値を修正しております。 

修正の内容ならびに修正の理由につきましては、本日公表しております「平成25年３月期通期連

結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

＜通期業績見通し＞ 

連結売上高          1,420億円 （対前期比        15.9％増） 

連結営業利益          30億円 （対前期比       △52.3％減） 

連結経常利益          32億円 （対前期比       △46.8％減） 

連結当期純利益         12億円 （対前期比       △71.6％減） 

 

※上記予想は本資料の発表日現在において、当社が入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因により、予測数値と異なる場合があります。 

 

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 

（新規）開封河西汽車飾件有限公司 

中国自動車市場における当社グループの自動車部品製造販売の拡充を目的に、平成24年4月に

河南省開封市に合弁会社を設立いたしました。 

 

(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。 

これにより、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はそれぞれ10百万円増加しております。 

 

(4) 追加情報 

（連結納税制度の適用） 

当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しておりま

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 2,615  3,579

  受取手形及び売掛金 22,281  22,610

  製品 481  637

  仕掛品 6,294  5,365

  原材料及び貯蔵品 2,865  4,105

  その他 4,043  3,912

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 38,581  40,208

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 25,819  25,943

    減価償却累計額 △14,170  △14,600

    減損損失累計額 △316  △281

    建物及び構築物（純額） 11,331  11,061

   機械装置及び運搬具 37,491  40,851

    減価償却累計額 △29,170  △30,612

    減損損失累計額 △23  △12

    機械装置及び運搬具（純額） 8,297  10,227

   工具、器具及び備品 18,098  18,365

    減価償却累計額 △15,403  △14,783

    減損損失累計額 △1  △1

    工具、器具及び備品（純額） 2,692  3,580

   土地 5,487  5,685

   建設仮勘定 3,520  4,707

   有形固定資産合計 31,329  35,263

  無形固定資産  

   のれん －  1,303

   その他 1,179  907

   無形固定資産合計 1,179  2,211

  投資その他の資産  

   投資有価証券 5,123  5,132

   その他 879  948

   貸倒引当金 △9  △8

   投資その他の資産合計 5,994  6,072

  固定資産合計 38,503  43,546

 資産合計 77,085  83,755
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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 16,871  18,046

  短期借入金 8,144  14,824

  未払法人税等 929  565

  賞与引当金 825  525

  その他 8,303  8,995

  流動負債合計 35,073  42,957

 固定負債  

  長期借入金 14,604  14,961

  退職給付引当金 2,580  2,607

  その他 1,560  1,178

  固定負債合計 18,745  18,747

 負債合計 53,818  61,704

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,162

  利益剰余金 15,256  14,727

  自己株式 △456  △456

  株主資本合計 25,784  25,255

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,450  1,278

  為替換算調整勘定 △7,306  △7,204

  その他の包括利益累計額合計 △5,855  △5,926

 新株予約権 32  68

 少数株主持分 3,305  2,654

 純資産合計 23,266  22,051

負債純資産合計 77,085  83,755
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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 88,539  108,311

売上原価 77,027  98,150

売上総利益 11,511  10,160

販売費及び一般管理費 7,614  8,510

営業利益 3,896  1,649

営業外収益  

 受取利息 44  45

 受取配当金 52  65

 為替差益 －  230

 その他 223  225

 営業外収益合計 319  567

営業外費用  

 支払利息 334  286

 為替差損 189  －

 その他 18  23

 営業外費用合計 542  309

経常利益 3,673  1,907

特別利益  

 固定資産売却益 6  1

 特別利益合計 6  1

特別損失  

 固定資産売却損 4  0

 固定資産除却損 14  58

 投資有価証券評価損 2  4

 減損損失 8  －

 災害による損失 350  －

 特別損失合計 381  63

税金等調整前四半期純利益 3,297  1,844

法人税、住民税及び事業税 1,209  1,076

法人税等調整額 △32  82

法人税等合計 1,176  1,158

少数株主損益調整前四半期純利益 2,121  685

少数株主利益 652  871

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,469  △185
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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 2,121  685

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △83  △172

 為替換算調整勘定 △919  157

 持分法適用会社に対する持分相当額 1  △13

 その他の包括利益合計 △1,000  △28

四半期包括利益 1,120  657

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 619  △224

 少数株主に係る四半期包括利益 501  882
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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) セグメント情報等 

 

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） 

１  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） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 41,853 31,149 6,988 8,548 88,539 － 88,539

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,782 － － 631 5,413 △5,413 －

計 46,635 31,149 6,988 9,180 93,952 △5,413 88,539

セグメント利益又は損
失（△） 

1,969 △439 573 1,895 3,998 △102 3,896

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△102百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益又は損失（△）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。 

 

２  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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

 

 

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） 

１  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） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 41,584 45,849 8,617 12,259 108,311 － 108,311

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

7,677 － － 726 8,403 △8,403 －

計 49,261 45,849 8,617 12,985 116,714 △8,403 108,311

セグメント利益又は損
失（△） 

1,419 △2,673 821 2,225 1,793 △143 1,649

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△143百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益又は損失(△)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。 

 

２  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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 
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（のれんの金額の重要な変動） 

「欧州」セグメントにおいて、当社の連結子会社であります R-TEK Ltd.の株式を追加取得し

たことにより、のれんを計上しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３

四半期連結累計期間においては、1,306百万円であります。 

 

 

(5) 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。 

 

 

 


