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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 41,243 12.6 1,641 5.5 2,053 12.0 1,073 17.4
25年3月期第1四半期 36,633 33.9 1,555 △11.6 1,834 4.0 914 17.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,191百万円 （51.0％） 25年3月期第1四半期 2,112百万円 （27.5％）

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 28.19 28.13
25年3月期第1四半期 24.00 ―

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 97,301 29,455 26.3
25年3月期 86,463 26,579 27.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  25,560百万円 25年3月期  23,387百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

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、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  ：  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

通期 160,000 9.3 6,000 80.0 6,000 50.1 3,000 120.9 78.75



(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 ―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   ：  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 39,511,728 株 25年3月期 39,511,728 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,381,916 株 25年3月期 1,417,159 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 38,095,374 株 25年3月期1Q 38,095,045 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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世界経済は、米国ではFRBによる金融緩和策が景気回復の下

支えとなり緩やかな回復傾向にある一方、欧州経済は債務危機を原因とする景気後退が長期にわた

って継続しており、また中国経済は輸出の伸び悩みなどから成長が鈍化する等、不透明な状況が続

きました。我が国経済においては政権交代に伴う経済政策によって株価の回復や円高是正などが進

み、景気回復への動きが見られました。 

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場では雇用情勢の堅調さに加え、各社の販売促

進策などから販売台数は高水準となりましたが、欧州市場では長引く景気低迷を反映して自動車販

売は低水準で推移しており、厳しい環境が続いております。また、国内市場では軽自動車の販売は

堅調ながらも主力の登録車が低迷しており、販売と生産水準が回復するまでには至っておりません。 

このような事業環境の中で、当社グループ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・技術力の向上を図り、

海外を含む新規取引先への拡販を積極的に進めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は412億43百万円と前年同四半期に比べ46

億10百万円の増加（+12.6％）、営業利益は16億41百万円と前年同四半期に比べ85百万円の増加

（+5.5％）、経常利益は20億53百万円と前年同四半期に比べ２億19百万円の増加（+12.0％）、四

半期純利益は10億73百万円と前年同四半期に比べ１億59百万円の増加（+17.4％）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 

国内市場における自動車販売の低迷等から、売上高は115億34百万円と前年同四半期比25億

98百万円の減少（△18.4％）となり、売上高の減少による影響を吸収できず３億34百万円の営

業損失（前年同四半期は５億９百万円の営業利益）となりました。 

②北米 

主要得意先の米国市場での好調な販売から、売上高は205億89百万円と前年同四半期比49億

57百万円の増加（+31.7％）となり、営業利益は２億31百万円（前年同四半期は54百万円の営

業損失）となりました。 

③欧州 

主要得意先の堅調な販売から、売上高は38億55百万円と前年同四半期比６億30百万円の増加

（+19.6％）となり、営業利益は４億91百万円と前年同四半期比70百万円の増加（+16.8％）と

なりました。 

④アジア 

主要得意先の中国・アセアン市場での好調な販売から、売上高は52億65百万円と前年同四半

期比16億20百万円の増加（+44.5％）となり、営業利益は12億63百万円と前年同四半期比５億

86百万円の増加（+86.8％）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

資産、負債、純資産の状況 

当第１四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973億１百万円と前連結会計年度末に比べ108億38百万円の増加（+12.5％）となり

ました。主な増加は、受取手形及び売掛金48億35百万円、有形固定資産30億12百万円でありま

す。 

（負債） 

負債は678億45百万円と前連結会計年度末に比べ79億62百万円の増加（+13.3％）となりまし

た。主な増加は、支払手形及び買掛金32億14百万円、短期及び長期借入金34億36百万円であり

ます。 
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（純資産） 

純資産は294億55百万円と前連結会計年度末に比べ28億76百万円の増加（+10.8％）となりま

した。主な増加は、利益剰余金７億30百万円、為替換算調整勘定13億86百万円であります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の通期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）の連結業績予想につきまして

は、平成25年５月13日に公表いたしました予想値に変更はありません。 

 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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 2,642  4,030

  受取手形及び売掛金 19,419  24,254

  製品 848  766

  仕掛品 6,218  7,102

  原材料及び貯蔵品 4,952  5,023

  その他 3,978  4,494

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 38,059  45,670

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 27,528  29,199

    減価償却累計額 △15,248  △15,845

    減損損失累計額 △259  △259

    建物及び構築物（純額） 12,020  13,093

   機械装置及び運搬具 42,629  44,659

    減価償却累計額 △30,623  △32,152

    減損損失累計額 △13  △14

    機械装置及び運搬具（純額） 11,991  12,492

   工具、器具及び備品 20,203  21,956

    減価償却累計額 △15,981  △16,903

    減損損失累計額 △1  △1

    工具、器具及び備品（純額） 4,220  5,051

   土地 5,753  5,828

   建設仮勘定 4,778  5,310

   有形固定資産合計 38,763  41,776

  無形固定資産  

   のれん 1,406  1,405

   その他 850  751

   無形固定資産合計 2,257  2,156

  投資その他の資産  

   投資有価証券 6,281  6,551

   その他 1,109  1,152

   貸倒引当金 △6  △5

   投資その他の資産合計 7,383  7,697

  固定資産合計 48,403  51,630

 資産合計 86,463  97,301
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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 16,690  19,905

  短期借入金 14,135  17,180

  未払法人税等 670  835

  賞与引当金 767  509

  その他 8,496  9,406

  流動負債合計 40,760  47,837

 固定負債  

  長期借入金 15,159  15,551

  退職給付引当金 2,601  2,511

  その他 1,360  1,945

  固定負債合計 19,122  20,008

 負債合計 59,883  67,845

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,821  5,821

  資本剰余金 5,162  5,165

  利益剰余金 16,272  17,002

  自己株式 △456  △443

  株主資本合計 26,799  27,546

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 1,936  1,976

  為替換算調整勘定 △5,348  △3,961

  その他の包括利益累計額合計 △3,411  △1,985

 新株予約権 79  91

 少数株主持分 3,112  3,804

 純資産合計 26,579  29,455

負債純資産合計 86,463  97,301
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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 36,633  41,243

売上原価 32,033  36,671

売上総利益 4,599  4,572

販売費及び一般管理費 3,043  2,931

営業利益 1,555  1,641

営業外収益  

 受取利息 26  14

 受取配当金 39  31

 為替差益 164  411

 その他 140  70

 営業外収益合計 370  527

営業外費用  

 支払利息 90  108

 その他 2  6

 営業外費用合計 92  115

経常利益 1,834  2,053

特別利益  

 固定資産売却益 0  2

 特別利益合計 0  2

特別損失  

 固定資産売却損 4  1

 固定資産除却損 5  4

 投資有価証券評価損 5  －

 特別損失合計 15  5

税金等調整前四半期純利益 1,818  2,049

法人税、住民税及び事業税 654  565

法人税等調整額 △113  24

法人税等合計 541  589

少数株主損益調整前四半期純利益 1,277  1,459

少数株主利益 363  386

四半期純利益 914  1,073
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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 1,277  1,459

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △308  39

 為替換算調整勘定 1,115  1,594

 持分法適用会社に対する持分相当額 28  97

 その他の包括利益合計 835  1,731

四半期包括利益 2,112  3,191

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,480  2,499

 少数株主に係る四半期包括利益 632  691
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(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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河西工業株式会社 （7256）平成26年３月期 第１四半期決算短信 
 

（セグメント情報等） 

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 
（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 14,132 15,631 3,224 3,644 36,633 － 36,633

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,257 0 － 207 3,465 △3,465 －

計 17,390 15,632 3,224 3,851 40,098 △3,465 36,633

セグメント利益又は損
失（△） 

509 △54 420 676 1,552 3 1,555

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額３百万円は、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 

該当事項はありません。 

 

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 

（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 11,534 20,589 3,855 5,265 41,243 － 41,243

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,323 0 － 295 2,618 △2,618 －

計 13,857 20,589 3,855 5,560 43,861 △2,618 41,243

セグメント利益又は損
失（△） 

△334 231 491 1,263 1,652 △10 1,641

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△10百万円は、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 

該当事項はありません。 
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