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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

25年12月期第2四半期 9,842 △17.0 208 △12.9 355 △2.9 271 18.4
25年3月期第2四半期 11,865 12.0 239 48.0 365 34.8 228 18.9

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 606百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △399百万円 （―％）

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12月期第2四半期 18.24 ―
25年3月期第2四半期 15.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 16,726 8,802 52.0
25年3月期 16,595 8,258 49.1
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  8,697百万円 25年3月期  8,153百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年12月期 ― 4.00
25年12月期（予想） ― 2.00 6.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成25年12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  
平成25年12月期は決算期変更の経過期間となることから、通期業績予想は９ヶ月(平成25年４月１日～平成25年12月31日)の予想数値を記載しております。そ
のため、対前年増減率を記載しておりません。 

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 14,000 ― 200 ― 400 ― 300 ― 20.07



(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  

(注)当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無になります。 

(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「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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
に基づく四半期レビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果
と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   ：  有
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12月期2Q 14,950,000 株 25年3月期 14,950,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 92,266 株 25年3月期 90,864 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 14,858,717 株 25年3月期2Q 14,861,709 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融緩和を背景に過度の円高が是正さ

れ、一部の輸出企業を中心に収益の改善がみられました。しかしながら、新興国の景気減速感、欧州の債務問題や

不安定な中東情勢等、依然として先行きは不透明な状況で推移しております。 

 このような経済環境の中、売上高は98億42百万円(前年同期は118億65百万円)となりました。これは顧客生産拠

点の海外移転、四輪車搭載用モ－タの減少、及び顧客の在庫調整等によりＡＴＶ用・雪上車用電装品が減少したこ

とによるものです。 

 利益につきましては、売上高の減少がありましたが、営業利益は調達コスト削減等の原価低減や、経費支出の削

減及び有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数の変更等により2億8百万円（前年同期は2億39百万円）、経常利

益は持分法による投資利益1億32百万円を計上したことにより3億55百万円（前年同期は3億65百万円）、四半期純

利益は2億71百万円（前年同期は2億28百万円）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が167億26百万円となり、前連結会計年度末165億95百万円に

対し1億31百万円増加いたしました。流動資産につきましては、直前の四半期に比べ売上高が減少したことによる

受取手形及び売掛金5億63百万円の減少等により、4億90百万円の減少となりました。固定資産につきましては、主

に生産技術棟の取得2億15百万円等による建物及び構築物の増加、投資有価証券2億75百万円の増加、持分法による

投資利益の増加に伴う出資金2億22百万円の増加等により6億21百万円増加いたしました。 

 負債の部につきましては79億24百万円となり、前連結会計年度末83億36百万円に対し4億12百万円の減少となり

ました。これは主に、支払手形及び買掛金1億30百万円、未払金1億2百万円の減少等によるものです。純資産の部

につきましては88億2百万円となり、前連結会計年度末82億58百万円に対し5億44百万円の増加となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は4億44百万円となり、前連結会計年度末3億58百万円と

比べ86百万円の増加となりました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの増減の要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フロ－は、仕入債務が1億30百万円減少いたしましたが、税金等調整前四半期純利

益3億38百万円・減価償却費2億74百万円を計上し、売上債権が5億63百万円減少しました。この結果、キャッシ

ュ・フローは8億57百万円の資金増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、主に新生産技術棟やモータ生産設備等の有形固定資産取得による支出5

億51百万円によるものです。この結果、キャッシュ・フローは6億70百万円の資金減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フロ－は、主に借入金の返済等による支出39百万円と配当金の支払59百万円による

ものです。この結果、キャッシュ・フローは1億円の資金減少となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年６月26日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成25年10月

25日）別途公表いたしました「平成25年12月期第２四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

 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） 

  税金費用の計算については、当第２四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、税引前四半期純損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 

（有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数の変更） 

当社及び連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。またこれに伴い、有形固定資産の耐用年数につい

ても変更しております。 

これらの変更は、有形固定資産の使用状況を鑑み、費用配分の適正化を図るために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合と比較し、当第２四半期連結累計期間において減価償却費は1億6百万円減

少し、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1億6百万円増加しております。 

   

   

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 358 444

受取手形及び売掛金 6,497 5,933

商品及び製品 535 618

仕掛品 691 643

原材料及び貯蔵品 197 193

繰延税金資産 305 306

その他 183 138

流動資産合計 8,769 8,278

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,452 1,622

機械装置及び運搬具（純額） 1,599 1,511

土地 842 842

リース資産（純額） 7 5

建設仮勘定 46 59

その他（純額） 180 181

有形固定資産合計 4,128 4,223

無形固定資産 184 178

投資その他の資産   

投資有価証券 1,988 2,304

出資金 747 970

繰延税金資産 414 326

その他 368 450

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 3,512 4,046

固定資産合計 7,825 8,447

資産合計 16,595 16,726
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,799 4,669

短期借入金 350 400

1年内返済予定の長期借入金 179 179

リース債務 4 3

未払法人税等 21 81

賞与引当金 489 480

その他 712 477

流動負債合計 6,557 6,292

固定負債   

長期借入金 815 725

リース債務 3 1

繰延税金負債 107 107

退職給付引当金 39 40

製品補償引当金 814 757

固定負債合計 1,779 1,631

負債合計 8,336 7,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 747 747

資本剰余金 410 410

利益剰余金 6,285 6,497

自己株式 △23 △23

株主資本合計 7,421 7,632

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 742 925

為替換算調整勘定 △10 139

その他の包括利益累計額合計 732 1,065

少数株主持分 105 105

純資産合計 8,258 8,802

負債純資産合計 16,595 16,726
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,865 9,842

売上原価 10,511 8,614

売上総利益 1,354 1,227

販売費及び一般管理費 1,114 1,019

営業利益 239 208

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 7 9

持分法による投資利益 122 132

廃材処分益 2 1

為替差益 － 3

雑収入 3 3

営業外収益合計 137 151

営業外費用   

支払利息 4 4

為替差損 5 －

雑支出 0 0

営業外費用合計 11 5

経常利益 365 355

特別利益   

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産除却損 31 18

投資有価証券評価損 4 －

特別損失合計 35 18

税金等調整前四半期純利益 330 338

法人税等 96 64

少数株主損益調整前四半期純利益 233 273

少数株主利益 4 2

四半期純利益 228 271
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 233 273

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △541 183

為替換算調整勘定 △91 149

その他の包括利益合計 △633 333

四半期包括利益 △399 606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △404 604

少数株主に係る四半期包括利益 4 2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 330 338

減価償却費 337 274

製品補償引当金の増減額（△は減少） △665 △57

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △8 △9

支払利息 4 4

持分法による投資損益（△は益） △122 △132

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △1

有形固定資産除却損 31 18

売上債権の増減額（△は増加） 984 563

たな卸資産の増減額（△は増加） 0 △31

その他の流動資産の増減額（△は増加） 0 44

仕入債務の増減額（△は減少） △773 △130

長期前受金の増減額（△は減少） △26 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 85 △29

その他の固定負債の増減額（△は減少） △31 △1

小計 162 842

利息及び配当金の受取額 81 28

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △34 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー 204 857

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 0 1

有形固定資産の取得による支出 △210 △551

有形固定資産の除却による支出 △10 △11

無形固定資産の取得による支出 △93 △25

その他投資の取得による支出 △62 △86

その他 △0 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △376 △670

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 50

長期借入金の返済による支出 △89 △89

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △59 △59

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △150 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322 86

現金及び現金同等物の期首残高 1,302 358

現金及び現金同等物の四半期末残高 979 444
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

（４）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）
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