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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  35,877  14.5  2,773  8.4  3,461  56.1  4,871  288.0

25年３月期第１四半期  31,321  21.9  2,559  51.5  2,216  22.3  1,255  9.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 5,803百万円（ ％） 790.3   25年３月期第１四半期 651百万円 （ ％） △63.7

  
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 

26年３月期第１四半期  97.07  －

25年３月期第１四半期  25.02  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  126,154  102,470  75.7

25年３月期  122,258  97,491  73.1

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 95,463百万円   25年３月期 89,353百万円 

  
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 
25年３月期  － 18.00 － 18.00  36.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   20.00 － 20.00  40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  71,000  16.4  5,600  8.4  6,300  25.5  6,600  102.1  131.50

通期  144,000  14.1  13,000  18.6  14,000  6.7  11,300  42.3  225.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の

作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

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） 26年３月期１Ｑ 52,644,030株 25年３月期 52,644,030株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,455,138株 25年３月期 2,455,138株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 50,188,892株 25年３月期１Ｑ 50,188,972株

 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了していません。

（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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績は、主にインドネシア、インド、タイ等における二輪車用クラッチ販売及び北

米における四輪車用クラッチ販売が増加したことに加え、対米ドルでの円安の進展により売上高は 百万円

（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円 （前年同期比 ％増）となりました。また、主に為替差益の

発生等により 経常利益は 百万円 （前年同期比 ％増）、税金等調整前四半期純利益は 百万円 （前

年同期比 ％増）となりました。 四半期純利益は移転価格税制に基づく更正処分にかかる相互協議の合意に伴

う税還付もあり 百万円 （前年同期比 ％増）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。  

① 二輪車用クラッチ  

主にインドネシア、インド、タイ等における二輪車販売が順調に推移したことにより売上高は 百万円

（前年同期比 ％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。  

② 四輪車用クラッチ 

中国における日本製品不買運動、主要顧客のトランスミッションのＣＶＴ化及び日本におけるエコカー補助

金終了等による影響はあったものの、北米における主要顧客の生産及びフォード向け販売の増加に加え、対米

ドルでの円安の進展による影響もあり売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益は

百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

地域別の状況は次のとおりであります。 

① 日本 

エコカー補助金終了による影響、並びに四輪車用クラッチにおける一部製品の海外拠点への生産移管等によ

り売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。営業利益は海外子会社向け部品・原材料販売及

びロイヤリティー収入の増加等もあり 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

② 北米 

主要顧客のトランスミッションのＣＶＴ化による影響はあったものの、緩やかな景気回復に支えられ、主要

顧客の四輪車生産及びフォード向け販売も増加したことに加え、円安の進展による影響もあり売上高は

百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

③ アジア 

中国における日本製品不買運動による影響はあったものの、インドネシア、インド、タイ等における二輪車

用クラッチ販売が順調に推移したことにより売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は

百万円（前年同期比 ％増）となりました。  

④ その他の地域 

二輪車販売の低迷に加え、レアル安の影響等によりブラジルにおける二輪車用クラッチ販売は 百万円（前

年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。流動資産は 百万円となり、 百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が 百万円減少

したものの、受取手形及び売掛金が 百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は 百万円増加

し、 百万円となりました。これは主に有形固定資産が 百万円増加したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いた

しました。流動負債は 百万円となり、 百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が 百万

円、支払手形及び買掛金が 百万円、賞与引当金が 百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定

負債は 百万円となり、 百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。これは主に少数株主持分が 百万円減少したものの、利益剰余金が 百万円、為替換算調整勘定が

百万円それぞれ増加したことによるものであります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、第１四半期連結累計期間の実績及び為替動向

等を踏まえ、平成25年５月15日付「移転価格税制に基づく更正処分にかかる相互協議の合意と業績予想の修正に関

するお知らせ」で公表の業績予想を修正いたしました。本日（平成25年７月26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。 

  

   

  

（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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,198 23,346

受取手形及び売掛金 17,554 18,522

商品及び製品 2,348 2,372

仕掛品 2,923 3,181

原材料及び貯蔵品 10,751 10,172

その他 5,159 6,187

貸倒引当金 △8 △10

流動資産合計 62,927 63,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,929 27,160

減価償却累計額 △13,581 △13,717

建物及び構築物（純額） 13,347 13,442

機械装置及び運搬具 71,577 75,823

減価償却累計額 △53,384 △55,912

機械装置及び運搬具（純額） 18,192 19,911

工具、器具及び備品 11,883 12,196

減価償却累計額 △10,131 △10,450

工具、器具及び備品（純額） 1,751 1,745

土地 7,465 7,404

建設仮勘定 6,543 7,482

有形固定資産合計 47,299 49,986

無形固定資産   

のれん 756 688

その他 665 788

無形固定資産合計 1,422 1,476

投資その他の資産   

投資有価証券 7,823 8,093

その他 2,830 2,868

貸倒引当金 △45 △42

投資その他の資産合計 10,608 10,919

固定資産合計 59,330 62,382

資産合計 122,258 126,154



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,590 7,772

ファクタリング債務 2,003 2,347

短期借入金 291 90

未払法人税等 2,275 1,391

賞与引当金 1,382 754

その他 4,817 5,625

流動負債合計 19,360 17,981

固定負債   

退職給付引当金 1,586 1,608

その他 3,819 4,094

固定負債合計 5,405 5,702

負債合計 24,766 23,684

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175 4,175

資本剰余金 4,566 4,566

利益剰余金 85,657 89,625

自己株式 △3,407 △3,407

株主資本合計 90,991 94,959

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,626 3,810

為替換算調整勘定 △5,264 △3,307

その他の包括利益累計額合計 △1,638 503

少数株主持分 8,138 7,007

純資産合計 97,491 102,470

負債純資産合計 122,258 126,154



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 31,321 35,877

売上原価 25,901 29,917

売上総利益 5,419 5,959

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 316 308

給料及び手当 686 724

賞与引当金繰入額 104 121

退職給付費用 63 69

減価償却費 51 53

研究開発費 714 769

その他 924 1,138

販売費及び一般管理費合計 2,860 3,185

営業利益 2,559 2,773

営業外収益   

受取利息 100 89

受取配当金 29 30

為替差益 － 513

その他 71 85

営業外収益合計 202 718

営業外費用   

支払利息 1 4

持分法による投資損失 4 21

為替差損 517 －

その他 20 4

営業外費用合計 544 31

経常利益 2,216 3,461

特別利益   

固定資産売却益 22 103

負ののれん発生益 － 39

補助金収入 1 1

法人税等還付加算金 － 153

特別利益合計 24 298

特別損失   

固定資産除売却損 38 37

特別損失合計 38 37

税金等調整前四半期純利益 2,202 3,721

法人税等 766 1,002

法人税等還付税額 － △1,357

法人税等合計 766 △355

少数株主損益調整前四半期純利益 1,435 4,076

少数株主利益又は少数株主損失（△） 179 △795

四半期純利益 1,255 4,871



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,435 4,076

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △485 187

為替換算調整勘定 △296 1,540

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 △783 1,726

四半期包括利益 651 5,803

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 582 6,894

少数株主に係る四半期包括利益 69 △1,091



（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項  

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。  

  

  

（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。  
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