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1.  平成26年3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 ％

26年3月期第2四半期 15,480 26.9 2,512 72.0 2,860 122.9 2,082 122.2
25年3月期第2四半期 12,200 4.6 1,460 18.4 1,283 11.4 937 12.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,653百万円 （711.2％） 25年3月期第2四半期 327百万円 （81.4％）

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2四半期 181.93 ―
25年3月期第2四半期 81.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 34,741 26,970 77.6 2,356.38
25年3月期 32,810 24,548 74.8 2,143.97
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  26,970百万円 25年3月期  24,539百万円

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  ：  有   

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 ― ― ― 20.00 20.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 30.00 30.00

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  ：  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 31,000 25.1 5,000 95.1 5,200 69.8 3,370 83.1 294.43



(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の対象外であります。なお、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、当社が現在入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きくことなる
場合があります。 

※  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2Q 12,291,849 株 25年3月期 12,291,849 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 846,123 株 25年3月期 846,123 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,445,726 株 25年3月期2Q 11,445,764 株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国金融緩和の継続により回復基調を保ち、また低迷が続いた

欧州においても個人消費や自動車販売で持ち直しの動きがうかがえる一方、新興国市場では景気減速の傾向が見ら

れました。 

わが国におきましては、金融緩和や経済対策の効果により円安・株高で推移し、設備投資にも良い影響が見え始

め、本格的な経済成長への兆しが見られるようになりました。 

当社におきましては、前年同期に比して為替が大幅に円安基調で推移したことの影響を受け、大幅な増収となっ

たことに加え、車載分野が中国及び米国市場で好調に推移いたしました。また損益面におきましても、円安基調に

より大幅な増益効果があったことに加え、金・銅などの素材価格が低位で推移したこと、従前からの材料費の削減

などの原価低減の効果もあり、前年同期比増収増益となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比26.9％増の154億８千万円となりました。営業利

益は前年同期比72.0％増の25億１千２百万円、経常利益は同122.9％増の28億６千万円、四半期純利益は同122.2％

増の20億８千２百万円となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

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資産は、前連結会計年度末に比べ、19億３千１百万円増加し、347億４千１百万

円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が９億７千８百万円、商品及び製品が３億３千２百万円、

有形固定資産が４億５千４百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ、４億９千万円減少し、77億７千１百万円となりました。この主な要因は、

支払手形及び買掛金が１億９千３百万円、未払法人税等が１億７千万円増加し、短期借入金が７億４千６百万円

減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、24億２千２百万円増加し、269億７千万円となりました。主な要因は、利

益剰余金が18億５千１百万円、為替換算調整勘定が５億７千７百万円増加したことによるものであります。 

  

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(以下、「資金」という。)は、営業活動により22億３百

万円増加し、投資活動により11億３千万円減少し、財務活動により10億９千８百万円減少した結果、58億７千１百

万円となりました。 

（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27億８千６百万円、減価償却費13億１千１百万円、売上債権増加額６億８百万円、仕

入債務減少額３億５千６百万円、法人税等の支払額６億５千９百万円等により、営業活動により獲得した資金は、

前年同期と比べ２億５千３百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出11億２千５百万円、無形固定資産の取得による支出１千４百万円により、前年同

期と比べ３億８千６百万円の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 株主への配当金の支払２億２千８百万円、短期借入金の純減少額８億３千６百万円、長期借入金の減少額３千３

百万円により、前年同期と比べ７億６千４百万円の減少となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました通期業績予想の修正を行っております。 

具体的な内容につきましては、本日（平成25年11月８日）公表の「平成26年３月期第２四半期（累計）連結業績

予想と実績値との差異、通期連結業績予想及び配当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 

  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。 

   

   

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 5,773 5,871

受取手形及び売掛金 6,973 7,952

商品及び製品 3,235 3,567

仕掛品 93 174

原材料及び貯蔵品 1,276 1,221

繰延税金資産 246 363

その他 536 597

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 18,119 19,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,607 3,683

減価償却累計額 △1,721 △1,823

建物及び構築物（純額） 1,885 1,859

機械装置及び運搬具 12,275 13,475

減価償却累計額 △5,542 △6,299

機械装置及び運搬具（純額） 6,733 7,175

工具、器具及び備品 10,170 11,001

減価償却累計額 △7,372 △8,083

工具、器具及び備品（純額） 2,798 2,917

土地 827 827

建設仮勘定 1,110 1,029

有形固定資産合計 13,355 13,809

無形固定資産   

ソフトウエア 523 402

その他 78 80

無形固定資産合計 601 482

投資その他の資産   

投資有価証券 306 312

その他 482 461

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 733 717

固定資産合計 14,690 15,009

資産合計 32,810 34,741
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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 2,560 2,754

短期借入金 2,212 1,466

1年内返済予定の長期借入金 61 56

未払法人税等 479 649

賞与引当金 204 237

その他 1,668 1,527

流動負債合計 7,187 6,692

固定負債   

長期借入金 407 378

退職給付引当金 505 534

役員退職慰労引当金 154 159

その他 7 6

固定負債合計 1,074 1,079

負債合計 8,261 7,771

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 12,579 14,430

自己株式 △602 △602

株主資本合計 24,398 26,249

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4 △1

為替換算調整勘定 144 722

その他の包括利益累計額合計 140 720

少数株主持分 8 －

純資産合計 24,548 26,970

負債純資産合計 32,810 34,741
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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 12,200 15,480

売上原価 8,229 10,070

売上総利益 3,970 5,410

販売費及び一般管理費 2,510 2,898

営業利益 1,460 2,512

営業外収益   

受取利息 2 4

受取配当金 5 1

為替差益 － 352

受取保険金 10 －

その他 3 30

営業外収益合計 21 389

営業外費用   

支払利息 14 11

為替差損 162 －

支払補償費 － 14

貯蔵品処分損 － 6

その他 22 8

営業外費用合計 198 41

経常利益 1,283 2,860

特別利益   

固定資産売却益 0 －

その他 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 11 74

特別退職金 3 －

特別損失合計 15 74

税金等調整前四半期純利益 1,268 2,786

法人税、住民税及び事業税 415 819

法人税等調整額 △72 △106

法人税等合計 342 713

少数株主損益調整前四半期純利益 926 2,072

少数株主損失（△） △10 △9

四半期純利益 937 2,082
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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 926 2,072

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 3

為替換算調整勘定 △591 577

その他の包括利益合計 △599 580

四半期包括利益 327 2,653

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 339 2,662

少数株主に係る四半期包括利益 △12 △8
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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 1,268 2,786

減価償却費 1,081 1,311

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 5

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 △7 △6

支払利息 14 11

為替差損益（△は益） △68 87

固定資産除却損 11 74

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） 28 △608

たな卸資産の増減額（△は増加） △492 △183

仕入債務の増減額（△は減少） 361 △356

その他 16 △312

小計 2,257 2,866

利息及び配当金の受取額 7 6

利息の支払額 △13 △10

法人税等の支払額 △301 △659

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,949 2,203

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,472 △1,125

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △23 △14

その他 △22 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,517 △1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △133 △836

長期借入金の返済による支出 △28 △33

配当金の支払額 △171 △228

リース債務の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △333 △1,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 △196 123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98 97

現金及び現金同等物の期首残高 4,179 5,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,081 5,871
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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） 

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 

  

   （注）１．セグメント利益又は損失の「調整額」△447百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

      ２．セグメント利益は、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。 

  

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

  

   （注）１．セグメント利益又は損失の「調整額」△413百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

      ２．セグメント利益は、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。    

   

   

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円） 

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 アジア 欧州 北米 計 

売上高    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 3,536  5,867  1,822  973  12,200  －  12,200

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6,529  6,022  －  0  12,552  △12,552  －

計  10,066  11,889  1,822  974  24,752  △12,552  12,200

セグメント利益 

又は損失（△) 
 1,255  702  △99  49  1,908  △447  1,460

  （単位：百万円） 

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 アジア 欧州 北米 計 

売上高    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 3,382  7,610  2,411  2,076  15,480  －  15,480

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8,982  9,042  －  1  18,026  △18,026  －

計  12,364  16,653  2,411  2,077  33,506  △18,026  15,480

セグメント利益 

又は損失（△）  
 1,404  1,549  △129  100  2,925  △413  2,512

（７）重要な後発事象
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