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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 26,264 9.9 724 △1.8 1,006 54.1 646 34.4
25年3月期第1四半期 23,888 25.8 738 2.9 652 △9.0 480 24.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,290百万円 （17.8％） 25年3月期第1四半期 1,094百万円 （45.4％）

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

26年3月期第1四半期 39.45 ―
25年3月期第1四半期 29.33 ―

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 66,954 17,757 25.5
25年3月期 64,877 16,598 24.5
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  17,138百万円 25年3月期  15,946百万円

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  
平成26年３月期の配当予想額につきましては、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

25年3月期 ― 4.50 ― 3.00 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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） 

（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

第2四半期(累計) 52,000 8.6 200 △69.3 200 △54.5 0 ― 0.00
通期 110,000 16.8 1,900 ― 1,600 ― 800 ― 48.84



(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P.３「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）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。 

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。  
 
 
※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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上
記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2「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。 
 
２.平成26年３月期の配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で、速やかに
開示するものといたします。 
 
３.当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１
四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。 

※  注記事項

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 19,410,000 株 25年3月期 19,410,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,031,960 株 25年3月期 3,031,300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,378,363 株 25年3月期1Q 16,381,858 株
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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におけるわが国経済は、政府主導による経済・金融政策の効果に対する期待感から

景況感は回復しつつあるものの、欧州の債務問題の長期化や中国経済の景気減速により不安定な状況が続きまし

た。 

このような状況の中、当第１四半期連結累計期間における売上高は、国内の得意先の減産はあったものの、為

替換算差及び北米得意先の増産影響により前年比9.9％増の26,264百万円となりました。損益面では、増収となる

ものの、労務費等の増加が影響し、営業利益は前年同期比1.8％減の724百万円となりました。また、為替差益の

影響等により経常利益は前年同期比54.1％増の1,006百万円、四半期純利益は前年同期比34.4％増の646百万円と

なりました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、66,954百万円となり、前連結会計年度に比べ2,077百万円

増加しました。これは有形固定資産の増加1,967百万円、受取手形及び売掛金の増加2,925百万円、現金及び預金

の減少3,264百万円が主な要因であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、49,197百万円となり、前連結会計年度に比べ918百万円増

加しました。これは長短借入金の増加1,278百万円が主な要因であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,757百万円となり、前連結会計年度に比べ1,158百万

円増加しました。これは利益剰余金の増加596百万円、為替換算調整勘定の増加516百万円が主な要因でありま

す。     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結会計期間の業績は好調に推移いたしましたが、第２四半期において、北米での増産トラブルに

よる業績悪化が見込まれるため、第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成25年４月26日に公

表いたしました業績予想から変更は行っておりません。 

 なお、個別の業績予想につきましても、第１四半期の業績は好調に推移いたしましたが、上述の業績悪化による

損失の取り込みが見込まれるため同様に変更は行っておりません。 

（１）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。 

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。   

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：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 10,364 7,099

受取手形及び売掛金 13,129 16,054

製品 1,864 1,917

原材料 7,045 7,915

仕掛品 1,098 890

貯蔵品 1,286 1,559

繰延税金資産 539 581

その他 3,078 2,357

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 38,404 38,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,757 8,001

機械装置及び運搬具（純額） 7,484 7,410

工具、器具及び備品（純額） 1,809 2,627

土地 4,290 4,350

その他（純額） 890 1,809

有形固定資産合計 22,231 24,198

無形固定資産   

その他 883 950

無形固定資産合計 883 950

投資その他の資産   

投資有価証券 2,154 2,277

繰延税金資産 602 559

その他 615 609

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 3,359 3,433

固定資産合計 26,473 28,582

資産合計 64,877 66,954
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（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 12,647 11,979

短期借入金 15,067 16,062

1年内償還予定の社債 340 340

未払法人税等 133 213

繰延税金負債 205 347

賞与引当金 935 641

役員賞与引当金 37 9

製品保証引当金 1,740 1,853

その他 4,669 4,565

流動負債合計 35,776 36,014

固定負債   

社債 1,360 1,360

長期借入金 6,483 6,766

繰延税金負債 964 1,009

退職給付引当金 2,871 2,862

役員退職慰労引当金 393 388

その他 429 796

固定負債合計 12,502 13,183

負債合計 48,279 49,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206 3,206

資本剰余金 3,184 3,184

利益剰余金 14,488 15,085

自己株式 △2,065 △2,066

株主資本合計 18,813 19,409

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 741 821

為替換算調整勘定 △3,608 △3,092

その他の包括利益累計額合計 △2,867 △2,271

少数株主持分 652 618

純資産合計 16,598 17,757

負債純資産合計 64,877 66,954
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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 23,888 26,264

売上原価 21,298 24,162

売上総利益 2,589 2,102

販売費及び一般管理費 1,851 1,378

営業利益 738 724

営業外収益   

受取利息 24 11

受取配当金 10 12

投資不動産賃貸料 16 16

為替差益 － 330

持分法による投資利益 2 －

雑収入 131 99

営業外収益合計 185 470

営業外費用   

支払利息 83 118

為替差損 114 －

持分法による投資損失 － 0

雑損失 72 69

営業外費用合計 271 188

経常利益 652 1,006

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

負ののれん発生益 － 28

特別利益合計 － 30

税金等調整前四半期純利益 652 1,036

法人税等 179 391

少数株主損益調整前四半期純利益 473 645

少数株主損失（△） △7 △1

四半期純利益 480 646
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（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 473 645

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △82 79

為替換算調整勘定 703 565

その他の包括利益合計 620 644

四半期包括利益 1,094 1,290

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,072 1,242

少数株主に係る四半期包括利益 21 47
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  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。   

Ⅰ 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） 

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 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

Ⅱ 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） 

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 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 北米 中国 東南アジア 

売上高           

外部顧客への売上高 10,592 9,095 3,839  361 23,888

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,254 1 168  1,793 4,216

計 12,846 9,096 4,007  2,154 28,105

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
547 △410 392  166 695

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  695

セグメント間取引消去  34

その他の調整  8

四半期連結損益計算書の営業利益  738

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 北米 中国 東南アジア 

売上高           

外部顧客への売上高 8,412 12,614 3,926  1,311 26,264

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,557 166 255  1,885 3,865

計 9,969 12,781 4,181  3,197 30,129

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
230 △146 468  89 642
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

前第３四半期連結会計期間より、量的重要性が増したことに伴い、「その他」に含めておりました「東南ア

ジア」を報告セグメントとしております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したも

のを開示しております。  

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  642

セグメント間取引消去  64

その他の調整  18

四半期連結損益計算書の営業利益  724
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