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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 201,931 19.0 14,541 76.9 18,221 100.3 3,035 △23.3
25年3月期第3四半期 169,724 10.2 8,219 61.1 9,096 99.1 3,960 89.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 7,110百万円 （78.7％） 25年3月期第3四半期 3,978百万円 （―％）

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 67.80 ―
25年3月期第3四半期 88.41 ―

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 244,933 60,630 20.2
25年3月期 207,534 52,576 21.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 49,537百万円 25年3月期 44,307百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 8.00 8.00

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 265,000 17.5 14,000 55.0 16,000 31.5 4,500 △30.5 100.51



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きを実施しています。 

※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。 
 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「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

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 45,581,809 株 25年3月期 45,581,809 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 821,088 株 25年3月期 793,377 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 44,771,253 株 25年3月期3Q 44,796,062 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我が国経済は、政府による経済政策や日本銀行による金融緩和を背景に株価

上昇や円高是正が進行し、個人消費においても改善がみられるなど回復局面にありました。世界経済は、米国での

景気回復が顕著であるほか中国でも鈍化していた成長ペースが好転しましたが、欧州では債務危機に伴う景気低迷

が継続しました。 

 このような環境のなか、当社グループの連結売上高は2,019億31百万円（前年同期比19.0%増）、連結営業利益は

145億41百万円（前年同期比76.9%増）、連結経常利益は182億21百万円（前年同期比100.3%増）となりました。四

半期純利益につきましては、米国反トラスト法及び関連法規違反による罰金の特別損失計上と法人税等及び少数株

主利益を控除し、30億35百万円（前年同期比23.3%減）となりました。 

セグメント情報は次のとおりです。 

 輸送用機器関連事業の売上高は1,945億67百万円（前年同期比19.2%増）となり、セグメント利益は138億98百万

円（前年同期比74.0％増）となりました。 

 情報サービス事業の売上高は70億51百万円（前年同期比14.9％増）となり、セグメント利益は４億86百万円（前

年同期比910.6％増）となりました。  

 その他事業は、売上高は18億95百万円（前年同期比2.4％減）、セグメント利益は１億44百万円（前年同期比

10.8％減）となりました。    

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、2,449億33百万円（前連結会計年度末2,075億34百万円）と

なり、373億99百万円増加しました。流動資産は1,396億46百万円となり240億11百万円増加し、固定資産は、1,052

億87百万円となり133億87百万円増加しました。  

 流動資産は、現金及び預金が110億13百万円増加、受取手形及び売掛金が90億22百万円増加したことが主な要因

です。固定資産は、有形固定資産が55億99百万円増加したことが主な要因です。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、1,843億３百万円（前連結会計年度末1,549億57百万円）と

なり、293億45百万円増加しました。流動負債は、1,114億86百万円となり87億17百万円減少し、固定負債は728億

16百万円となり380億63百万円増加しました。 

 流動負債は、短期借入金が109億95百万円減少したことが主な要因です。固定負債は、長期借入金が256億23百万

円増加したことが主な要因です。   

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、606億30百万円（前連結会計年度末525億76百万円）とな

り、80億53百万円増加しました。これは為替換算調整勘定の増加が主な要因です。    

   

（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（平成25年４月１日～平成26年３月31日）連結業績予想につきましては、平成25年11月６日に発

表しました予想から修正は行っておりません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 特定子会社の異動はありませんが、第１四半期連結会計期間より、㈱落合製作所及び、三葉士林電機（武漢）

有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四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、税引前四半期純利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 

 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



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 32,365 43,378

受取手形及び売掛金 38,296 47,319

有価証券 105 300

商品及び製品 10,841 11,434

仕掛品 2,687 3,579

原材料及び貯蔵品 16,833 16,714

繰延税金資産 1,008 1,050

その他 13,626 16,072

貸倒引当金 △129 △203

流動資産合計 115,634 139,646

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 54,900 57,339

減価償却累計額 △36,653 △38,188

建物及び構築物（純額） 18,247 19,150

機械装置及び運搬具 104,121 110,797

減価償却累計額 △80,022 △84,357

機械装置及び運搬具（純額） 24,099 26,440

工具、器具及び備品 43,901 46,609

減価償却累計額 △41,024 △43,010

工具、器具及び備品（純額） 2,877 3,598

土地 6,434 6,594

リース資産 3,432 3,841

減価償却累計額 △1,508 △1,732

リース資産（純額） 1,923 2,109

建設仮勘定 4,517 5,806

有形固定資産合計 58,100 63,700

無形固定資産 2,735 4,331

投資その他の資産   

投資有価証券 21,292 25,287

長期貸付金 923 1,602

繰延税金資産 701 698

長期前払費用 6,369 7,223

その他 1,830 2,498

貸倒引当金 △54 △55

投資その他の資産合計 31,063 37,255

固定資産合計 91,900 105,287

資産合計 207,534 244,933



（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 20,934 20,612

短期借入金 69,472 58,476

1年内償還予定の社債 160 140

未払金及び未払費用 18,848 21,656

未払法人税等 771 1,506

賞与引当金 3,988 2,974

製品保証引当金 858 875

その他の引当金 90 30

その他 5,080 5,214

流動負債合計 120,204 111,486

固定負債   

社債 212 152

長期借入金 26,941 52,565

長期未払金 406 13,072

繰延税金負債 4,983 4,245

引当金 782 922

その他 1,427 1,859

固定負債合計 34,753 72,816

負債合計 154,957 184,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,719

利益剰余金 22,061 25,075

自己株式 △552 △596

株主資本合計 47,113 50,083

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,247 4,083

為替換算調整勘定 △8,053 △4,629

その他の包括利益累計額合計 △2,806 △546

少数株主持分 8,269 11,093

純資産合計 52,576 60,630

負債純資産合計 207,534 244,933



（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 169,724 201,931

売上原価 146,429 169,679

売上総利益 23,294 32,251

販売費及び一般管理費 15,075 17,710

営業利益 8,219 14,541

営業外収益   

受取利息 191 239

受取配当金 307 324

持分法による投資利益 681 984

為替差益 414 2,929

その他 720 475

営業外収益合計 2,315 4,953

営業外費用   

支払利息 945 854

その他 492 418

営業外費用合計 1,437 1,273

経常利益 9,096 18,221

特別利益   

固定資産売却益 208 54

投資有価証券売却益 5 4,388

負ののれん発生益 183 30

その他 162 29

特別利益合計 559 4,503

特別損失   

固定資産除却損 97 119

製品保証引当金繰入額 228 －

取引調査関連損失 483 305

課徴金 1,107 －

独禁法違反に係る罰金 － 13,275

その他 304 354

特別損失合計 2,221 14,055

税金等調整前四半期純利益 7,435 8,669

法人税等 2,486 3,942

少数株主損益調整前四半期純利益 4,948 4,726

少数株主利益 988 1,690

四半期純利益 3,960 3,035



（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 4,948 4,726

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 △1,123

為替換算調整勘定 △997 3,235

持分法適用会社に対する持分相当額 32 272

その他の包括利益合計 △969 2,383

四半期包括利益 3,978 7,110

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,901 5,295

少数株主に係る四半期包括利益 1,077 1,814



（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 7,435 8,669

減価償却費 8,009 8,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 59

受取利息及び受取配当金 △498 △564

支払利息 945 854

持分法による投資損益（△は益） △681 △984

有形固定資産売却損益（△は益） △206 △21

独禁法違反に係る罰金 － 13,275

売上債権の増減額（△は増加） 1,612 △5,682

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,280 1,814

仕入債務の増減額（△は減少） △5,902 △4,296

その他 812 △4,767

小計 9,273 16,804

利息及び配当金の受取額 512 509

利息の支払額 △887 △829

独禁法違反に係る罰金の支払額 － △1,024

法人税等の支払額 △2,116 △3,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,782 12,228

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 200 5

有形固定資産の取得による支出 △11,260 △9,240

有形固定資産の売却による収入 1,371 331

投資有価証券の取得による支出 △199 △7,586

投資有価証券の売却による収入 10 6,406

貸付けによる支出 △1,491 △939

貸付金の回収による収入 957 3,002

その他 △458 △2,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,870 △10,157

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） 1,584 △5,735

長期借入れによる収入 6,191 31,479

長期借入金の返済による支出 △6,680 △15,398

社債の償還による支出 △80 △80

配当金の支払額 △313 △357

少数株主への配当金の支払額 △182 △237

その他 △1,163 △1,320

財務活動によるキャッシュ・フロー △643 8,350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134 438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,866 10,859

現金及び現金同等物の期首残高 31,897 30,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 159 301

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,190 42,126



 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．セグメント利益の調整額22百万円は、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．セグメント利益の調整額11百万円は、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
  

合計
調整額 

（注）１ 
  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
  

輸送用機器 
関連事業 

情報サービス
事業 その他事業

売上高             

外部顧客への売上高 162,695 5,250 1,778  169,724  － 169,724

セグメント間の内部売上高又は振替高 492 883 164  1,540  (1,540) －

計 163,187 6,134 1,943  171,265  (1,540) 169,724

セグメント利益 7,987 48 161  8,197  22 8,219

  

報告セグメント
  

合計
調整額 

（注）１ 
  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
  

輸送用機器 
関連事業 

情報サービス
事業 その他事業

売上高             

外部顧客への売上高 194,028 6,179 1,723  201,931  － 201,931

セグメント間の内部売上高又は振替高 538 872 172  1,583  (1,583) －

計 194,567 7,051 1,895  203,515  (1,583) 201,931

セグメント利益 13,898 486 144  14,529  11 14,541
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