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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 75,480 16.1 3,206 32.5 4,123 56.6 2,042 37.5
25年3月期第3四半期 65,009 19.5 2,420 4.6 2,633 45.6 1,485 208.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,758百万円 （135.1％） 25年3月期第3四半期 2,023百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 56.12 ―
25年3月期第3四半期 40.80 ―

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3四半期 87,117 42,433 45.7 1,094.01
25年3月期 74,873 38,512 48.6 999.41
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 39,817百万円 25年3月期 36,374百万円

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月期期末配当金の内訳 普通配当 10円50銭 記念配当 1円00銭

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 ― 10.50 ― 10.50 21.00
26年3月期 ― 10.50 ―
26年3月期（予想） 11.50 22.00

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 108,000 17.3 4,500 24.1 4,600 37.8 2,300 41.2 63.19



(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、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の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
業績予想については、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。なお、業績予想の前提となる仮定及び注意事項については、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」をご覧下さい。

※ 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
②①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3Q 37,112,000 株 25年3月期 37,112,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 716,165 株 25年3月期 715,944 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 36,395,999 株 25年3月期3Q 36,396,171 株
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（１）経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、米国では、景気回復の傾向が続きましたも

のの、欧州では債務問題による停滞感が継続いたしました。アジアでは中国・インドの経済成長率の低下が懸念

され、先行きへの不透明感が続いております。日本では、政府・日銀の経済政策により株価の上昇がみられ、景

気回復の期待が高まりました。

自動車業界におきましては、日本では国内市場の伸び悩みおよび輸出の減少により自動車の生産・販売は前年

同期を下回りましたが、北米・中南米、アジアでは伸展が見られました。

このような環境のなか、当社グループの主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品は、取引先自動車メー

カーにおける自動車生産の増加傾向が続いたことにより、前年同期と比べて生産が増加いたしました。

当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は754億80百万円（前期比16.1％増）となりました。営業利益

は32億6百万円（前期比32.5％増）、経常利益は41億23百万円（前期比56.6％増）、当期純利益は20億42百万円

（前期比37.5％増）と増収増益となりました。

製品別では、車輌配管製品（ブレーキ・燃料配管用等）、エンジンシステム向けのブレージング製品（燃料噴

射用、冷却水循環用、オイル冷却用等）、および樹脂製品（クイックコネクター、樹脂チューブ製品等）のいず

れの製品も、前期と比べて売上が増加いたしましたが、車輌安全製品（シートベルト用）は売上が減少いたしま

した。

所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

① 日本

国内自動車生産台数の減少による販売減少により、売上高は310億2百万円（前期比1.3％減）となりました

が、業務の効率化による費用削減の効果などにより、営業利益は26億70百万円（前期比19.9％増）となりまし

た。

② 北米・中南米

新規受注製品の増加および為替換算による影響などにより、売上高は240億68百万円（前期比33.7％増）と

なりましたが、新規受注製品の立ち上げに関連する費用等が増加したため、営業利益は71百万円（前期は68百

万円の営業損失）となりました。

③ 欧州

英国等の取引先自動車メーカーからの受注の増加および為替換算による影響などにより、売上高は42億81百

万円（前期比37.7％増）となりました。営業利益は、業務の効率化による費用削減の効果により、151百万円

（前期比167.3％増）と増収増益となりました。

④ 中国

為替換算による影響などにより、売上高は57億80百万円（前期比25.1％増）となりました。しかしながら、

新規製造拠点の立ち上がり費用等により3億92百万円の営業損失（前期は40百万円の営業損失）となりまし

た。

⑤ アジア

東南アジアにおける自動車市場が伸長したことおよび為替換算による影響などにより、売上高は103億49百

万円（前期比31.6％増）、営業利益は10億14百万円（前期比88.7％増）と増収増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期末の総資産は871億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて122億44百万円増加しました。主な要

因は現金及び預金の増加37億27百万円、売上債権の増加23億12百万円、たな卸資産の増加11億66百万円、有形固定

１．当四半期決算に関する定性的情報
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資産の増加33億39百万円、投資有価証券の増加16億12百万円等であります。

負債合計は446億84百万円となり、前連結会計年度末に比べて83億23百万円増加しました。主な要因は仕入債務の

増加4億31百万円、短期借入金の増加24億88百万円、未払金の増加10億8百万円、賞与引当金の減少3億41百万円、長

期借入金の増加40億23百万円、退職給付引当金の増加7億93百万円等であります。

純資産は424億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて39億21百万円増加しました。主な要因は四半期純利益

による増加20億42百万円、配当金支払による減少7億64百万円、その他有価証券評価差額金の増加10億33百万円、為

替換算調整勘定の増加11億32百万円等であります。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が39億78百万円、減価償却費が34億65百万

円、売上債権の増加による資金減が16億21百万円、未払金の増加による資金増が8億77百万円、法人税等の支払によ

る資金減が20億68百万円あったことなどにより、42億14百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が54億66百万円あったことなどにより、

54億80百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入10億32百万円、長期借入金の増加による収

入44億85百万円、配当金の支払による減少7億64百万円などにより、47億10百万円の収入となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前期末と比較して37億27百万円増加し、114億38百

万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間において概ね計画通り推移しているため、平成25年5月

14日の「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありませ

ん。

（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。

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．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,842 11,569

受取手形及び売掛金 13,601 15,912

商品及び製品 3,412 3,740

仕掛品 3,072 3,722

原材料及び貯蔵品 7,097 7,284

繰延税金資産 758 575

その他 1,681 2,287

流動資産合計 37,462 45,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,423 15,255

機械装置及び運搬具 44,874 49,610

工具、器具及び備品 8,463 8,666

土地 3,844 3,932

リース資産 202 202

建設仮勘定 1,975 2,496

減価償却累計額 △46,876 △49,900

減損損失累計額 △500 △517

有形固定資産合計 26,405 29,744

無形固定資産

リース資産 75 61

その他 674 589

無形固定資産合計 749 651

投資その他の資産

投資有価証券 6,087 7,699

長期貸付金 1 3

繰延税金資産 3,606 3,383

その他 563 546

投資その他の資産合計 10,257 11,632

固定資産合計 37,411 42,027

資産合計 74,873 87,117
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,068 10,499

短期借入金 8,563 11,050

未払金 1,139 2,146

リース債務 71 60

未払法人税等 1,251 831

未払消費税等 215 276

賞与引当金 833 492

役員賞与引当金 28 9

製品保証引当金 143 137

その他 1,289 1,652

流動負債合計 23,600 27,153

固定負債

長期借入金 2,027 6,050

リース債務 91 60

退職給付引当金 10,384 11,177

役員退職慰労引当金 174 174

繰延税金負債 85 70

固定負債合計 12,761 17,532

負債合計 36,361 44,684

純資産の部

株主資本

資本金 3,481 3,481

資本剰余金 2,998 2,998

利益剰余金 30,556 31,834

自己株式 △477 △477

株主資本合計 36,558 37,836

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,245 3,278

為替換算調整勘定 △2,428 △1,296

その他の包括利益累計額合計 △183 1,982

少数株主持分 2,137 2,615

純資産合計 38,512 42,433

負債純資産合計 74,873 87,117
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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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 65,009 75,480

売上原価 55,426 63,304

売上総利益 9,583 12,175

販売費及び一般管理費 7,164 8,969

営業利益 2,420 3,206

営業外収益

受取利息 11 26

受取配当金 77 134

為替差益 349 1,060

その他 34 61

営業外収益合計 470 1,281

営業外費用

支払利息 201 303

その他 56 61

営業外費用合計 257 364

経常利益 2,633 4,123

特別利益

固定資産売却益 10 0

受取保険金 468 －

特別利益合計 478 0

特別損失

固定資産除却損 66 145

特別損失合計 66 145

税金等調整前四半期純利益 3,045 3,978

法人税、住民税及び事業税 1,189 1,649

法人税等調整額 59 △60

法人税等合計 1,248 1,589

少数株主損益調整前四半期純利益 1,797 2,389

少数株主利益 312 347

四半期純利益 1,485 2,042
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,797 2,389

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 171 1,033

繰延ヘッジ損益 △21 －

為替換算調整勘定 77 1,335

その他の包括利益合計 227 2,368

四半期包括利益 2,023 4,758

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,681 4,208

少数株主に係る四半期包括利益 343 550
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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 3,045 3,978

減価償却費 2,950 3,465

有形固定資産除却損 66 145

受取利息及び受取配当金 △87 △160

支払利息 201 303

有形固定資産売却損益（△は益） △10 △0

受取保険金 △468 －

売上債権の増減額（△は増加） 171 △1,621

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,886 △289

仕入債務の増減額（△は減少） △1,573 △42

未払金の増減額（△は減少） △84 877

賞与引当金の増減額（△は減少） △455 △341

退職給付引当金の増減額（△は減少） 368 793

その他 90 △697

小計 2,326 6,409

利息及び配当金の受取額 87 160

利息の支払額 △217 △287

法人税等の支払額 △1,962 △2,068

過年度法人税等の支払額 △659 －

保険金の受取額 126 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △299 4,214

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 △3,504 △5,466

有形固定資産の売却による収入 10 0

投資有価証券の取得による支出 △295 △13

その他 △144 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,933 △5,480

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） 912 1,032

長期借入れによる収入 1,273 5,938

長期借入金の返済による支出 △695 △1,453

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △728 △764

少数株主への配当金の支払額 △35 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 727 4,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,489 3,727

現金及び現金同等物の期首残高 11,178 7,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,689 11,438
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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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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） 

（注） １. セグメント利益又は損失（△）の調整額には、たな卸資産等の調整額△60百万円が含まれております。

 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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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） 

（注） １. セグメント利益又は損失（△）の調整額には、たな卸資産等の調整額△254百万円が含まれており

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。

（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）

（セグメント情報等）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書

日本 北南米 欧州 中国 アジア 計
（注１） 計上額

（注２）

売上高

(1)
外部顧客への

売上高 
31,407 18,007 3,110 4,621 7,864 65,009 － 65,009

(2)

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

11,799 79 － 823 46 12,748 △12,748 －

計 43,206 18,087 3,110 5,444 7,910 77,757 △12,748 65,009

セグメント利益

又は損失（△）
2,227 △68 56 △40 537 2,713 △294 2,420

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書

日本 北南米 欧州 中国 アジア 計
（注１） 計上額

（注２）

売上高

(1)
外部顧客への

売上高 
31,002 24,068 4,281 5,780 10,349 75,480 － 75,480

(2)

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

12,957 143 － 1,347 131 14,578 △14,578 －

計 43,959 24,211 4,281 7,127 10,480 90,058 △14,578 75,480

セグメント利益

又は損失（△）
2,670 71 151 △392 1,014 3,514 △307 3,206
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