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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 37,995 7.5 667 △56.7 1,670 △10.4 830 △35.3
25年3月期第3四半期 35,343 1.7 1,540 23.2 1,864 118.4 1,283 101.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,090百万円 （116.1％） 25年3月期第3四半期 1,430百万円 （―％）

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 86.92 ―
25年3月期第3四半期 134.31 ―

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 48,642 24,335 48.6 2,472.88
25年3月期 43,279 21,680 48.6 2,201.94
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 23,622百万円 25年3月期 21,034百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年3月期 ― 15.00 ―
26年3月期（予想） 15.00 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 ： 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 50,000 7.0 1,800 5.3 1,800 △35.1 900 △47.7 94.21



(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】4ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」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に関しましては、四半期レビュー手続きの対象外であり、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
のレビュー手続きが実施済みです。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記
予想数値と異なる場合があります。 

※ 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 10,200,000 株 25年3月期 10,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 647,398 株 25年3月期 647,348 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,552,602 株 25年3月期3Q 9,552,652 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結会計期間の世界経済においては、欧州景気低迷や新興国の景気減速懸念など不安要素は依然と

して存在するものの、米国では量的金融緩和策縮小への動きが見られ、経済の堅調さをみせております。また、日

本経済においては、円安基調が定着しつつある状況の中、景気の回復傾向など明るさも垣間見えた経営環境であり

ました。 

当社グループの属する自動車業界については、主要得意先における自動車生産台数は、海外では、北米や中国で

の需要拡大等により、生産台数は前年同期に比べ増加いたしましたが、国内では海外生産シフトの影響等により、

生産台数は前年同期に比べ減少いたしました。 

セキュリティ機器業界では、消費税引き上げを前にした駆け込みなどから、新設住宅着工件数は前年同四半期に

比べ増加しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、 億 百万円と前年同四半期に比べ、 億 百万円（前年

同四半期比 ％増）の増収となりました。利益面については、新製品の立上げ並びに新工場の立上げ費用の増加

等により、営業利益は６億 百万円となり、前年同四半期に比べ８億 百万円（同 ％減）の減益となりまし

た。経常利益は、為替差益９億 百万円の影響を受け 億 百万円となりましたが、前年同四半期に比べ１億 百

万円（同 ％減）の減益となりました。四半期純利益は８億 百万円と前年同四半期に比べ、４億 百万円（同

％減）の減益となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

① 自動車部品事業（日本） 

自動車部品事業（日本）におきましては、主要得意先での輸出車両の海外現地生産化シフトが進んだことによ

り、売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ、 億６百万円（前年同四半期比 ％減）の減収、営業損

失は６億 百万円（前年同四半期は営業利益４億 百万円）となりました。 

  

② 自動車部品事業（北米） 

自動車部品事業（北米）におきましては、主要得意先の需要増加や、為替による影響があり、売上高は 億

百万円と前年同四半期に比べ、 億 百万円（同 ％増）の増収となりましたが、新製品の立上げ並びに新工

場立上げ費用の増加等により、営業損失は４億 百万円（前年同四半期は営業損失４億 百万円）となりまし

た。 

  

③ 自動車部品事業（アジア） 

自動車部品事業（アジア）におきましては、主要得意先の東南アジアでの自動車生産台数が増加した影響や、

為替による影響があり、売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ、 億 百万円（同 ％増）の増収と

なりました。営業利益は 億 百万円と前年同四半期に比べ、 百万円（同 ％増）の増益となりました。 

  

④ セキュリティ機器事業（日本） 

セキュリティ機器事業（日本）におきましては、住宅向け電気錠の販売拡大や、レジャー施設の利用者が堅調

に推移したことによるロッカー利用料収入の増加により、売上高は 億 百万円と前年同四半期に比べ４億３百

万円（同 ％増）の増収となりましたが、円安による海外生産品の輸入コストへの影響により、営業利益は、

２億 百万円と前年同四半期に比べ 百万円（同 ％減）の減益となりました。 

  

⑤ セキュリティ機器事業（海外） 

セキュリティ機器事業（海外）の売上高は、１億 百万円と前年同四半期に比べ、１百万円（同 ％減）の

減収、営業利益は、 百万円と前年同四半期に比べ９百万円（同 ％減）の減益となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

379 95 26 52

7.5

67 72 56.7

29 16 70 94

10.4 30 52

35.3

115 17 45 28.1

51 75

90 92

24 15 36.2

76 83
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13 89 75 5.7

49 57
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17 98 31.2

19 0.9

25 27.6
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  （２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万

円増加いたしました。これは現金及び預金が７億 百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が８億 百万

円、商品及び製品が２億 百万円、仕掛品が１億54百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億 百万円増加いたしました。これは、有形

固定資産が 億 百万円増加したことや投資その他の資産が 億 百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、総資産は、 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加いたしました。 

  

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億 百万

円増加いたしました。これは支払手形及び買掛金が 億 百万円増加し、その他流動負債が７億 百万円減少し

たことによります。 

 固定負債は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億 百万円増加いたしました。これは長期借入

金が 億 百万円、社債が６億円増加し、退職給付引当金が４億 百万円減少したこと等によるものです。 

 この結果、総負債は、 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加いたしました。また、有

利子負債は、 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億 百万円増加いたしました。 

  

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ、 億

百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が５億 百万円、為替換算調整勘定が 億 百万円増加した

こと等によるものです。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％と増減しませんでした。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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8億13

百万円の増加、投資活動により35億48百万円の減少、財務活動により18億61百万円の増加となりました。また

「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャ

ッシュ・フローは 億 百万円の支出（前年同四半期は 億 百万円の支出）となりました。 

  

以上の結果、換算差額を含めた当第３四半期連結会計期間末における資金の残高は、前第３四半期連結会計期

間末に比べ５億 百万円減少の 億 百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の増減額が４億 百万円減少しましたが、たな卸資産の増減額が 億 百万円、仕入債務の増減額

が４億２百万円増加したこと等がありました。よって、前第３四半期連結累計期間に比べ、２億 百万円の収

入が増加し、当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは８億 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） 

有形固定資産の取得による支出が４億 百万円減少しましたが、関係会社株式の取得による支出が 億 百

万円増加したこと等がありました。よって、当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フロー

は、前第３四半期連結累計期間に比べ、 億 百万円支出が増加し、 億 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）  

長期借入金の返済による支出が６億 百万円増加しましたが、長期借入による収入が 億１百万円増加した

こと等がありました。よって、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四

半期連結累計期間に比べ、 億 百万円収入が増加し、 億 百万円の収入となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成 年３月期の連結業績予想につきまして、平成 年５月 日に公表いたしました連結業績予想に変更はござ

いません。 
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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。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

   

（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。 

   

   

 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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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 6,103 5,356 

受取手形及び売掛金 8,873 9,747 

商品及び製品 1,286 1,566 

仕掛品 815 970 

原材料及び貯蔵品 5,001 4,982 

その他 1,415 2,025 

貸倒引当金 △19 △16 

流動資産合計 23,476 24,632 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,279 5,422 

機械装置及び運搬具（純額） 2,743 4,474 

土地 1,719 1,557 

その他（純額） 5,006 3,712 

有形固定資産合計 13,748 15,167 

無形固定資産 591 888 

投資その他の資産 ※2  5,463 ※2  7,940 

固定資産合計 19,803 23,997 

繰延資産 － 13 

資産合計 43,279 48,642 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,792 7,010 

短期借入金 3,356 3,522 

未払法人税等 202 235 

賞与引当金 409 193 

製品保証引当金 186 159 

事業構造改善引当金 139 139 

その他 2,511 1,799 

流動負債合計 12,597 13,059 

固定負債   

社債 － 600 

長期借入金 5,842 7,794 

退職給付引当金 428 13 

資産除去債務 67 67 

その他 2,662 2,772 

固定負債合計 9,001 11,247 

負債合計 21,599 24,307 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760 

資本剰余金 2,952 2,952 

利益剰余金 14,619 15,162 

自己株式 △578 △578 

株主資本合計 19,753 20,296 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,897 2,524 

為替換算調整勘定 △616 801 

その他の包括利益累計額合計 1,281 3,325 

少数株主持分 646 712 

純資産合計 21,680 24,335 

負債純資産合計 43,279 48,642 
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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 35,343 37,995 

売上原価 29,998 33,028 

売上総利益 5,344 4,967 

販売費及び一般管理費 3,803 4,299 

営業利益 1,540 667 

営業外収益   

受取利息 24 29 

受取配当金 42 62 

為替差益 320 929 

不動産賃貸料 19 － 

その他 83 151 

営業外収益合計 490 1,173 

営業外費用   

支払利息 103 116 

その他 63 53 

営業外費用合計 166 170 

経常利益 1,864 1,670 

特別利益   

固定資産売却益 46 92 

投資有価証券売却益 － 68 

その他 0 3 

特別利益合計 47 165 

特別損失   

固定資産除売却損 23 190 

製品保証引当金繰入額 79 － 

その他 25 68 

特別損失合計 128 258 

税金等調整前四半期純利益 1,784 1,577 

法人税、住民税及び事業税 548 580 

法人税等調整額 △48 46 

法人税等合計 499 627 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,284 949 

少数株主利益 1 119 

四半期純利益 1,283 830 
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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 1,284 949 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 265 626 

為替換算調整勘定 △119 1,514 

その他の包括利益合計 146 2,140 

四半期包括利益 1,430 3,090 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,423 2,874 

少数株主に係る四半期包括利益 7 215 
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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 1,784 1,577 

減価償却費 1,117 1,435 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △5 

受取利息及び受取配当金 △67 △91 

支払利息 103 116 

固定資産売却損益（△は益） △46 △61 

固定資産除却損 23 159 

賞与引当金の増減額（△は減少） △198 △219 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 19 △27 

売上債権の増減額（△は増加） 812 388 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,547 323 

仕入債務の増減額（△は減少） △887 △485 

長期未払金の増減額（△は減少） △35 △74 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △184 △362 

その他 151 △1,214 

小計 1,040 1,458 

利息及び配当金の受取額 66 89 

利息の支払額 △73 △113 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △487 △620 

営業活動によるキャッシュ・フロー 545 813 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 276 47 

定期預金の預入による支出 △200 － 

有形固定資産の取得による支出 △2,572 △2,083 

有形固定資産の売却による収入 381 363 

無形固定資産の取得による支出 △32 △65 

投資有価証券の取得による支出 △18 △12 

投資有価証券の売却による収入 1 90 

関係会社株式の取得による支出 △269 △1,745 

その他 － △144 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,435 △3,548 

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 405 150 

短期借入金の返済による支出 △150 △150 

長期借入れによる収入 2,505 4,306 

長期借入金の返済による支出 △1,663 △2,295 

社債の発行による収入 － 586 

配当金の支払額 △305 △286 

少数株主への配当金の支払額 △69 △95 

その他 △355 △353 

財務活動によるキャッシュ・フロー 365 1,861 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △229 166 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,753 △706 

現金及び現金同等物の期首残高 7,686 6,049 
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（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) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,933 ※  5,343 
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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 日） 

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 百万円は、セグメント間取引消去 百万円でありま

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） 

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 百万円は、セグメント間取引消去 百万円であります。 

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）

31

  

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 

自動車 
部品事業 
（日本） 

自動車 
部品事業 
（北米） 

自動車 
部品事業 
（アジア） 

セキュリテ
ィ機器事業 
（日本） 

セキュリテ
ィ機器事業 
（海外） 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 12,382  6,637  11,741  4,528  53  35,343  －  35,343

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3,640  39  1,580  25  67  5,352  △5,352  －

計  16,023  6,677  13,321  4,553  120  40,696  △5,352  35,343

セグメント利益

又は損失（△） 
 475  △483  1,313  316  34  1,657  △116  1,540

△116 △116

  

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 

自動車 
部品事業 
（日本） 

自動車 
部品事業 
（北米） 

自動車 
部品事業 
（アジア） 

セキュリテ
ィ機器事業 
（日本） 

セキュリテ
ィ機器事業 
（海外） 

計 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 9,220  9,052  14,704  4,934  84  37,995  －  37,995

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 2,296  40  2,047  22  34  4,442  △4,442  －

計  11,517  9,092  16,751  4,957  119  42,438  △4,442  37,995

セグメント利益

又は損失（△） 
 △651  △476  1,389  217  25  503  164  667

164 164
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