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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 47,583 10.6 2,475 △5.0 3,011 12.0 2,214 31.4
25年3月期第3四半期 43,023 7.0 2,605 3.9 2,689 4.2 1,684 2.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,547百万円 （87.3％） 25年3月期第3四半期 1,893百万円 （74.5％）

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3四半期 128.73 128.66
25年3月期第3四半期 98.10 98.01

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 55,649 29,247 49.6
25年3月期 50,044 26,117 49.5

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 27,577百万円 25年3月期 24,764百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00 ―

26年3月期（予想） 10.00 20.00

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 61,000 7.2 2,800 5.1 3,100 0.9 2,100 10.6 122.09



(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記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作成したものであり、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。 
２．上記予想に関する事項は四半期決算短信（添付資料）２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」をご覧ください。 

※ 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 17,609,130 株 25年3月期 17,609,130 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 409,012 株 25年3月期 408,951 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 17,200,165 株 25年3月期3Q 17,174,098 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における経済情勢を見ますと、米国では金融緩和策の下支えによって回復基調が保た

れ、欧州ではマイナス成長に歯止めがかかった格好、また、中国を始めとする新興国では鈍化傾向ながら成長が持

続しました。我が国におきましても、積極的な金融・経済政策が奏功して円安、株高が進み、個人消費や設備投資

が持ち直すなど、景気回復の底堅さが感じられました。 

 当社グループの主要顧客先である自動車産業におきましては、世界の主要メーカーが北米や新興国の旺盛な需要

に対応したグローバル戦略を推進する中、日系メーカーの業績が大きく好転してきました。しかし国内生産につい

ては、自動車需要の減退により秋口まで前年比マイナスの状況が続くなど、一進一退の様相を呈しました。 

 このような状況下、当社グループの受注は概ね順調に推移し、連結売上高は前年同期比10.6％増の475億83百万

円となりました。損益面では、主に海外投資回収の遅れ、グローバル化推進に係るコスト増などが影響し、営業利

益は前年同期比5.0％減の24億75百万円となりました。一方、経常利益は主に為替差益の影響により前年同期比

12.0％増の30億11百万円、四半期純利益は子会社の固定資産売却益の影響により同31.4％増の22億14百万円となり

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前期末に比べ56億４百万円増加し、556億49百万円となりました。 

 流動資産は前期末に比べ43億71百万円増加し、313億33百万円となりました。これは主に、現金及び預金と受取

手形及び売掛金が増加したこと等によるものです。 

 固定資産は前期末に比べ12億33百万円増加し、243億15百万円となりました。これは主に、新工場建設に伴う有

形固定資産が増加したこと等によるものです。 

 負債は前期末に比べ24億74百万円増加し、264億１百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金と借

入金が増加したこと等によるものです。 

 純資産は前期末に比べ31億29百万円増加し、292億47百万円となりました。これは主に、利益剰余金と為替換算

調整勘定が増加したこと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ0.1ポイント増加し、49.6％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26年３月期通期の業績予想につきましては、平成25年５月15日発表の数字を変更しておりません。 

 上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断したものであり、実際の業績は様々な要因により、上記予

想と異なる可能性があります。 

   

（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 

   

   

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 7,376 8,915

受取手形及び売掛金 14,608 16,723

商品及び製品 1,742 2,145

仕掛品 827 869

原材料及び貯蔵品 1,256 1,421

その他 1,158 1,269

貸倒引当金 △7 △10

流動資産合計 26,962 31,333

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,203 7,303

機械装置及び運搬具（純額） 6,337 6,733

土地 6,031 5,932

その他（純額） 3,031 2,895

有形固定資産合計 21,604 22,865

無形固定資産   

その他 433 502

無形固定資産合計 433 502

投資その他の資産   

投資有価証券 588 641

その他 456 307

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,044 948

固定資産合計 23,082 24,315

資産合計 50,044 55,649
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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 8,873 10,434

短期借入金 4,588 5,711

未払法人税等 280 359

賞与引当金 638 424

その他 4,561 4,078

流動負債合計 18,941 21,009

固定負債   

長期借入金 2,580 2,771

退職給付引当金 1,212 1,154

役員退職慰労引当金 579 614

その他 611 850

固定負債合計 4,985 5,391

負債合計 23,926 26,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,565 1,565

利益剰余金 22,954 24,824

自己株式 △218 △218

株主資本合計 25,696 27,566

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89 117

為替換算調整勘定 △1,020 △106

その他の包括利益累計額合計 △931 10

新株予約権 15 14

少数株主持分 1,337 1,656

純資産合計 26,117 29,247

負債純資産合計 50,044 55,649
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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 43,023 47,583

売上原価 34,708 38,727

売上総利益 8,314 8,856

販売費及び一般管理費 5,709 6,381

営業利益 2,605 2,475

営業外収益   

受取利息 31 20

受取配当金 4 4

負ののれん償却額 0 －

為替差益 － 420

持分法による投資利益 13 17

その他 202 236

営業外収益合計 251 699

営業外費用   

支払利息 97 133

為替差損 32 －

その他 37 29

営業外費用合計 167 162

経常利益 2,689 3,011

特別利益   

固定資産売却益 7 537

その他 － 93

特別利益合計 7 630

特別損失   

固定資産売却損 10 4

固定資産除却損 30 23

減損損失 － 9

その他 0 －

特別損失合計 41 37

税金等調整前四半期純利益 2,656 3,605

法人税、住民税及び事業税 545 795

法人税等調整額 304 326

法人税等合計 850 1,122

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805 2,483

少数株主利益 120 269

四半期純利益 1,684 2,214
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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 1,805 2,483

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 28

為替換算調整勘定 96 1,020

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 15

その他の包括利益合計 88 1,064

四半期包括利益 1,893 3,547

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,771 3,156

少数株主に係る四半期包括利益 122 391
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該当事項はありません 

   

   

該当事項はありません 

   

   

（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）
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